
統合アプリケーションプラットフォーム IBM i（C1）
IBM i シリーズは、従来型の基幹システムと、それに加えデジタルビジネス時代に求められる、新しいデータ処理の双方を簡単に運用することが可能な統合アプリケーションプラットフォーム
として進化を続けています。セッションではコグニティブ時代を見据え、IBM i の最新テクノロジーとソリューションをご紹介します。

ユーオス・グループ九州支部

ユーオス・グループ九州支部

会場：福岡サンパレスホテル〈福岡市博多区築港本町２－１〉
主　　催：ユーオスグループ九州支部
共　　催：ビジネス・アライアンス・コンソーシアム（BAC）・九州ノーツ・パートナー会
特別協力：日本アイ・ビー・エム株式会社・九州 IBMユーザー研究会・一般社団法人日本ドローン協会

基調講演
株式会社ローソン

入場無料【事前登録制】

次世代CVS推進本部 本部長補佐

IT で変革する社会を、最先端のテクノロジーを、体感しよう！

秦野　芳宏（はたの　よしひろ）様

「デジタルが巻き起こす次世代業務改革とイノベーション」

IT フェスタ２０１６in 福岡サンパレスホテル

さくらインターネット株式会社・BSI グループジャパン株式会社

株式会社ローソンのデジタル戦略。
ユーザースピーカーセッションとして、基調講演に株式会社ローソンから秦野様をお迎えし、
業務改革におけるデジタル化推進の戦略やイノベーションについてお話を頂きます。

「クラウドでアナリティクスを始めよう! IBM Watson Analytics - あなた専属のデータ・サイエンティスト」（A2）
データを分析して傾向や洞察を見つけ、業務やビジネスに活用したい ― こんな時、Watson Analyticsを使ってみませんか。お手元にあるデータをアップロードすると、自動的にデータの
関係性や意味のあるパターンをビジュアル化し、データ から簡単に”Finding”を得ることができます。統計やデータ分析の知識がない方でも予測分析の強力なパワーを活用できます。
全世界ですでに100万 人が登録しているWatson Analytics、あなたもぜひこの機会に体験ください!

「INNOVATE HUB KYUSHU - 産官学連携による地域イノベーション最前線」（A4）
IBMのイノベーション推進プログラム「INNOVATE HUB KYUSHU」。九州を地盤とする企業、自治体、大学、コミュニティの協力のもと、アイデアソン、ハッカソン、様々な勉強会やミート
アップが、大きな反響のなかで進行中です。IBM BluemixやWatson API、協賛各社のデータやAPIを活用して、新しいアイデアをどう具現化するか？ 九州発のオープン・イノベーション
創出プログラムの最新状況と今後の展望についてご紹介します。

「Watsonで何ができるの?-Watson APIの解説とデモンストレーション-」（A3）
世界で、Watsonテクノロジーを活用してビジネスを変革し、コグニティブの力を活用する時が到来しました。コグニティブ・システムは、人と同じように、膨大な自然言語や文書、映像等の
データを、理解・分析し洞察を深めます。コグニティブ・システムを実現するプラットフォーム「IBM Watson」の能力はクラウド上にあるAPIを通じて利用することができます。本セッション
では代表的なWatson APIを解説し、明日からの活用アイデアを考えます。

あります。このようなロボットによる高度な対話サービスの開発には、音声認識・合成、対話構成、質問応答、ロボット動作との協調、ロボット間連携、顔認識などが重要なポイントとなります。
こ れを容易に実現するＩＢＭソリューションの概要をさまざまな企業や家庭における活用シーンとともにご紹介します。

『対話型ロボット』への注目が急速な高まりを見せています。医療・介護、小売の店頭、旅行・宿泊・観光・飲食案内、金融機関の店頭、
官公庁、などのさまざまな現場で、自然言語を理解し、専門知識をもち、外国語対応も可能なロボットの活躍が現実に始まりつつ

IBMセッション
Watson Summitからの選りすぐり

「『対話型ロボット』が拓く新たな世界」（A1）

九州ノーツ・パートナー会　～ソーシャルネットワーキングコーナー～（B2）
［展　示］　「見える化経営」を実現するソーシャルソリューションのご紹介　　［セミナーセッション］　Verse による働き方変化と Notes で自社に蓄積された情報をWatson が活かす！

ビジネス・アライアンス・コンソーシアム（BAC）　～通販システムソリューションコーナー～（B3）
［展　示］　コグニティブ・コマースの時代に向けた通販ソリューション　　
［セミナーセッション］　通販業におけるコグニティブビジネスの可能性と顧客価値を高めるアナリティクスの取り組み 

IBMコミュニティセッション

九州IBMユーザー研究会（C4）
［セミナーセッション］　「IT研究会参加のススメ　～ITエンジニアの最適な人材育成とは～」
［概要］　若手ITエンジニアにテクニカル面だけでなくコミュニケーション、コラボレーション・スキルをどうやって身につけるかお悩みの管理者/エンジニアのために、九州IBMユーザー
研究会での主要プログラムである「IT研究会」を、実際に研究活動を行ったメンバー/アドバイザーが経験をもとにわかりやすく解説します。

セキュリティセミナーセッション
ISO/IEC 27017 に基づくクラウドセキュリティ解説（B4）

IoT セミナーセッション

ドローンセッション
■ドローン講演（B0）　先端のIOT「ドローンからスカイネットロボットへ」
■ドローン体験飛行ワークショップ　「ドローンのデモフライトの後、希望者に体験フライト」 レスキュードローン

農薬散布ドローン
11:00スタート

１１：００～１７：４０

pepper 来場

ドローン体験飛行

金10/７

「さくらのIoT Platformが実現する新しい常識」（B1）
さくらインターネット株式会社 BSIグループジャパン株式会社
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IT フェスタ２０１６in 福岡サンパレスホテル　出展一覧
プログラムは急遽変更の場合がございます。予めご了承ください。

会社名 タイトル /概  要会社名 タイトル /概  要

1.株式会社ランサ・ジャパン

2.株式会社福岡情報ビジネス
　センター

3.株式会社第一コンピュータ
　リソース

4.株式会社九州コーユー

5.ネオアクシス株式会社

6.ベル・データ株式会社

7.株式会社オービックビジネス
　コンサルタント

8.ＮＥＸＴシステムズ株式会社

9.サンビット株式会社

10.株式会社ヴィンクス

11.システージ株式会社

12.株式会社アイエステクノポート

13.株式会社アイエステクノポート

14.アステム株式会社

15.株式会社クライム

16.株式会社メディアシステム

17.株式会社イノス

18.株式会社カムラック

19.株式会社ニッポンダイナミック
　　システムズ

20.株式会社ミガロ.

21.株式会社ケイ・アイ・エス・エス

22.株式会社ネスコウイング

23.株式会社ラクス

24.株式会社ドコモＣＳ九州

25.株式会社新日本企画

26.株式会社DTS

27.応研株式会社

28.九州ノーツ・パートナー会／
　　ノーツコンソーシアム

■スマートデバイスを業務で使おう！！【LongRange】
スマートデバイスのテクノロジーは日進月歩。でも、システム部門はそんな最新技術を追うこと
に時間を取られず、業務・ビジネス要件を通じてどう自社に貢献するかに時間を注力したい。
LongRangeならそれが実現できます。IBM iとRPG・LANSAのベストチョイスが皆様のビジネス
活動をお手伝いします。

■紙からタブレットへ「BizTouch-Checker」、FBI の顧客管理システム「Power-Navi」 
調査、点検、工程管理、アンケートなど紙ベースで行う業務をタブレットやスマートフォンを
利用し精度を上げ効率化も図る！業務系アプリケーション「BizTouch-Checker」、FBI 社内でも
利用中！顧客管理から見積もり作成、スケジュール共有など多彩な機能を備えた CRM「Powe
r-Navi」 お客様の業務に合わせてカスタマイズできる 2 つの製品をご紹介します。 
 
■モダナイズソリューション「X-Analysis」のご紹介 
「X-Analysis」は、レガシーシステム（IBMi）のアプリケーション資産から設計情報を解析し
ブラックボックス化された貴社システムを可視化・文書化を行い、スムーズなシステム改変・
再構築に繋げる事のできるソリューションです。

■手間の掛かるルーチン業務をコストダウン帳票発行センターの提案
お客様は、帳票に印刷したいデータを送るだけ。弊社の処理センターでは、帳票制作、印刷、
加工（折り・圧着・断裁）、封入封緘、通便投函までの一連業務をルーチン化し、お客様の運用
に合わせて完成品を納品。手間の掛かる業務をまるごと委託することが出来ます。
ＤＭ、請求書発行代行、通知案内等、多彩な実績がございます。

■『POWER iAP on i 』発表！
OSSツールを実装した intra-mart Accel Platform が IBM i 上でNative稼働！intra-martと
IBM i 既存資産の"ALL IN ONE"を実現した『POWER iAP on i 』をご紹介します。

■マイナンバーの本格利用が迫る！どうする！？年末調整への備え
今年の年末調整業務は番号利用の影響で多くの業務が追加される為、負担を増やさず安全
に番号を利用する事が重要です。年調申告書への番号利用や安全な申告・申請までの全て
の業務への備えをご紹介します。紙による年調申告書の提出・回収を廃止し、従来の業務
時間を80％以上削減できる仕組みをお確かめください。

■マーケティングオートメーションツール「Pardot」
顧客の購買行動が変わった今、お客様に対して新しいマーケティング手法が必要となって
います。マーケティングオートメーションツールを使う事で、お客様の一人一人に対して、
興味や関心に応じたアプローチや育成が可能となります。

■統合監視ツール「IVZ」のご紹介
「Integrated Viewer for Zabbix」は、OSSで有名な「Zabbix」に、独自の機能を追加しました。
統合ビューア、既存環境との共存・連携機能の他、ジョブ管理等の周辺機能も充実。更に、
「IBMi版 Zabbixエージェント」で、オープン系サーバーとIBMiの統合運用が可能です。

■WEB会議・TV会議のクラウドサービス（V-CUBE）
9年連続国内シェア№１のブイキューブサービスをご紹介。遠隔会議・セミナーと総合的に
ご利用可能な「V-CUBE One」、リモコン操作可能なクラウド型TV会議システム「V-CUBE Box」
クラウドで遠隔の状況確認が可能なドローン「V-CUBE ROBOTICS」をご紹介致します。

■総合帳票アウトプットソリューション UT/400ファミリー
UT/400ファミリーは、サーバーレスで帳票周りのお悩みを解決する、アウトプットソリュー
ションです。本ブースでは、CSVからノンプログラミングで帳票作成が出来る新製品
「UT/400-C2P」とIBM i 帳票ツールの定番「UT/400-iPDC」を出展致します。

■システム解析・ドキュメント作成ツール　SS/TOOL-ADV
RPG・COBOLで構築されたアプリケーション・システムの現状を分析、管理・保守作業を効率
化と自動ドキュメント作成を実現し、アプリケーションの「見える化」を可能とするツールを
デモを交えてご紹介致します。

■基幹業務のクラウド化、ここがポイント「ふくろう販売onAzure」
ふくろう販売管理システムは、個別カスタマイズができるデスクトップアプリに安全性を充
たしたクラウドＤＢを採用したハイブリッドモデルで、出荷後1年半で17社本稼働中。
クラウド化のポイント、導入顧客の傾向等の経験談と、ふくろう販売-スマフォ出荷処理
(参考出品)のご紹介をします。

■①AS/400 DB2データ連携活用術②仮想環境のBCP対策
①AS/400 DB2とOracle/MySQL/SQL Server等のDBを連携しAS/400のデータをどう活用
するか、リアルタイムレプリケーションソフト『DBMoto』についてご紹介します。
②仮想環境に特化したデータ保護対策を、ご利用中の環境や用途に合わせて最適な
ソリューションをご紹介します。

■時代のニーズに応える最強のグループウェア「eValue NS 2nd」
eValue NSは、企業のグループウェア構築に必要なドキュメント管理（文書管理）、ワークフ
ロー、スケジューラ、コミュニケーションなどの機能をオールインワンで提供し、ビジネスを
Next Stageに導く、統合型グループウェアです。

■アプリ風ホームページ「すまっぽん！」
店舗アプリのようでありながら、ダウンロード不要、パスワード不要でお客様に使っていた
だける、それが「すまっぽん！」です。 アプリにしないことで、多大な開発費用も高いランニン
グコストもかからず、お客様にも登録してもらいやすいシステムとなっています。

■ノード自動検出ツール『ez-NodeFinder』 
正確な資産台帳はセキュリティの第一歩！『ez-NodeFinder』により、ネットワーク上のPC を
自動検出(IT資産管理ツールのエージェントが動いていない端末も検出可能)。更に端末追
跡機能で情報漏洩施策の精度を飛躍的にアップ！評価版提供＋サポートあり。

■IBM i 基幹業務モバイル活用の最新ミガロ．製品を一挙ご紹介！
IBM  i  基幹業務と連携するミガロ.製品の最新モバイル機能をご紹介します。 
●Delphi/400：PC、iPhone、iPad、Android 等のマルチデバイス対応アプリを１ソースで開発 
●SP4i：RPG で Web＆ハイブリッドモバイルアプリ開発 
●B4M：簡単な設定だけでモバイルから DB 活用 

■５２５０アプリケーション＋ａＸｅｓ＝ＩＢＭｉモダナイズ
ＩＢＭｉモダナイズは，従来の５２５０アプリケーションの単なるＷｅｂ化に留まらず、イ
ンターネットとの融合やモバイルＰＣ・スマートデバイスによる利用範囲の拡大が、増々旧
来のアプリケーション価値を高めています。これを実現するａＸｅｓは、ＩＢＭｉをもっと
もっと使いこなすための最適ツールと言えます。

■機密情報ファイルを暗号化！不正な流用から自社の情報を守ります
機密情報保護、管理ソフトのDataClasysはファイルを暗号化したまま閲覧・更新が可能です。
個人情報、機密情報ファイルの二次漏えい対策に最適です。

■経費精算の救世主 !「 楽楽精算」紹介～削減できる時間、コストはまだまだある～
・救世主システム 「楽楽精算」のご紹介　・導入後の成功事例 【3社程 】
・経理合理化のポイント　・経理合理化の重要性　・経理合理化の驚くべき利点

■御社のモバイル環境を活性化し、業務の効率化を提案！
ビジネスの様々な業務課題を解決するため、スマートフォン・タブレットと最新の業務アプリ
をご紹介。また、新サービスの「ドコモ光ビジネスＷｉ－Ｆｉ」を展示し、通信環境の最適化
をご提案します。

■使い慣れたExcel帳票をそのまま電子化、タブレットでWeb入力画面に！
ビジネス現場において、紙による運用が行われているExcel作成された帳票、チェックシート
等を電子化するソリューションをご紹介します。レイアウトをエクセルで作成できるので、
プログラミングは不要。　報告書、点検シート、作業指示書等をお客様で簡単にタブレット
用画面を作成、すぐ利用できます。

■可視化を加速するダッシュボード「GalleriaSolo」
業界最多45種のグラフィカルパーツを取り揃え、さまざまな表現力を持ち、洗練された多機能ダッシュボ
ード「GalleriaSolo」を展示します。「GalleriaSolo」は、企業内外に蓄積されているデータをカンタン！かつ
グラフィカル！に表現し、企業内で共有できるBIダッシュボード製品です。ＢＩツール「DataStudio＠WEB」
と連携し、様々なデータを戦略的情報に変え、ビジネス戦略を成功へと導きます。

■社内業務の効率化を実現できる基幹業務システム「大臣シリーズ」
会計ソフト「大蔵大臣」をはじめとし、マイナンバー対応の「給与大臣」、その他「財務会計（一般/建設/
社会福祉/公益/医療）」・「人事管理」・「勤怠管理」・「販売管理」・「顧客管理」と、様々なシステムを取り
揃えており、理想的な社内業務の統合化を実現できます。

■情報資産の活用を加速する先進 IT プラットフォーム！
IBM Notes/Domino は次世代 IT プラットフォームとして再注目されています。その IBM 
Notes/Domino で実現できる効果的な情報資産の活用方法の紹介はもちろん、IBM 
Notes/Domino が提供する強力な Web アプリケーション開発技術も合わせて紹介します。

■コールセンターシステム　「Media-CTI」
品質、効率、快適性、コールセンター業務の全てを底上げするCTIソリューション。
CRMソフトとの連携や業務効率化を実現する機能・使い方について
活用事例をご紹介いたします。また、当日はクラウド環境を使ったデモを準備する予定です。

■Toolboxシリーズに『監視』『運用管理』ツールが新登場！
Toolboxシリーズに２つの製品が新登場！サーバやネットワークの稼働状況を自動監視し、
変化／異常等があれば管理者へ通知する監視ツール『Toolbox システム監視』HITACHI JP1
ジョブ管理と連携し、IBM iなど'マルチプラットフォーム環境でジョブ管理の一元化を実現する
『Toolbox for JP1』いち早く最新情報をご紹介いたします。

■クラウドソリューションサービス
顧客データ管理、ファイルサーバー、サービスデスクシステムなど、
クラウドとオープンソースを使ったソリューション構築のサービスをご紹介します。

参加お申し込みURL  http://www.uos.jp/kyushu2016/ご参加お申し込み
■お問合せ先　ユーオス九州 IT フェスタ２０１６事務局（NEXTシステムズ株式会社）TEL：０９２－４５２－１１０８

お申し込み締切日　
2016年９月３０日

FAXお申し込み宛先  092-452-1109

15時迄にご来場の方に、ランチボックス・フリードリンクをご提供します。17時迄にご来場の方に、フリードリンクをご提供します。■事前参加申し込み特典（先着３００名様）

KBC●

フタタ●

西鉄天神駅●

ベイサイドプレイス●

蔵本

祇園町

天神

那の津通り

明治通り

国体道路

昭和通り

福岡サンパレス

ソラリアステージ

●博多リバレイン

築港本町那の津口

access map

JR博多駅

福岡都市高速天神北出入口● ●築港出入口

■JR博多駅からのアクセス（博多駅シティ銀行前バス停Fのりば）
８８（中央埠頭行）
９９（博多埠頭行）

■西鉄天神駅（ソラリアステージ）からのアクセス
（ソラリアステージ前バス停2Aのりば）
８０（中央埠頭行）

→国際会議場サンパレス前　下車
→国際センターサンパレス前　下車

→国際会議場又は国際センターサンパレス前　下車


