
日　時：２０１８年１０月２５日（木） １０：００～１７：００
会　場：ホテルメトロポリタン仙台 ３階　セミナー：「星雲」 ／ 展示・ミニセミナー：「曙」
交　通：ＪＲ仙台駅（西口）　徒歩２分（お車でお越しの際の駐車場は「メトロポリタン駐車場」をご利用ください） 

テクノ・マインド フェア     TMC FAIR
2018

テクノ・マインド フェア事務局　新事業推進室：阿部／安住／池田
ＴＥＬ：０２２-７４２-３３６７　ＦＡＸ：０２２-７４２-３３７２

メール：tmc-fair2018@tmc.co.jp

会場までのアクセス
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ホテルメトロポリタン仙台

ホテルメトロポリタン仙台
〒９８０-８４７７
宮城県仙台市青葉区中央１丁目１－１
　 ０２２－２６８－２５２５

　 ＪＲ仙台駅（西口）から徒歩２分

　 東北自動車道　仙台宮城ＩＣから車で約１５分
　 ※お車でお越しの際の駐車場は「メトロポリタン駐車場」をご利用ください。

上記セミナーのお申し込みは、専用ウェブページよりお願いいたします。

https://www.tmc.co.jp/tmc-fair2018_entry
受付締切：２０１８年１０月１９日（金）
ＦＡＸによるお申し込みも、受け付けております。

   各セミナー、定員100名
　先着順、定員になり次第締切とさせていただきます。

お申込み専用ウェブページ

スマートフォン、携帯電話からは   
ＱＲコードをご利用ください▶

近年、生産性を落とさない働き方改革の手法として、「ＡＩ/ＲＰＡ/ＩｏＴ」などのＩＣＴ利活用が
注目されています。
本セミナーでは、地域企業にとって、「なぜＩＣＴの利活用が必要とされているのか？」や

「どのように活用を検討すれば良いのか？」といったＩＣＴ利活用の入り口について分かり
やすく説明いたします。

山形大学国際事業化研究センター　センター長／教授　小野寺 忠司 様

ゼロからわかる！「AI/RPA/IoT」による働き方改革
セミナー1

１０:３０～１１:３０　　　　　　　　　　　　　　    テクノ・マインドフェア２０１８

「働き方改革」に関するセミナー　　　１３:１０～１４:１０

１３:００～１５:３０　　　　　　　　　　　　　　　　　       自治日報社主催同時開催

セミナー２

「地方創生」に関するセミナー　　　　１４:３０～１５:３０
セミナー３

会場▶ホテルメトロポリタン仙台 ３階 「星雲」

セミナーのご案内

拝啓

皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今後２０３０年にかけて、国内の生産年齢人口の減少が加速するといわれており、とりわけ地方では良質な
雇用を増やすことにより、首都圏などの大都市圏への人口流出に歯止めをかけ、さらには大都市圏からの
Ｕ・Ｉ・Ｊターンを促進し人口流入を増やしていくことなどが今後の課題と捉えられています。

弊社では、これらの課題をＩＣＴ等により解決するため、今般「働き方改革」と「地方創生」をキーワードに、
地方の優秀な人材パワーを地域産業や企業の振興に繋げたくセミナーおよび展示会を開催させていただきます。

ご多用中のところとは存じますが、何卒万障お繰り合わせいただき、ご来場賜りますようご案内申し上げます。

敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テクノ・マインド株式会社
代表取締役社長　小原 正孝

ご挨拶

主　催：テクノ・マインド株式会社
協　賛：日本電気株式会社
後　援：一般社団法人宮城県情報サービス産業協会

山形大学国際事業化研究センター　センター長／教授　小野寺 忠司 様

注目のセミナーを開催！ セミナーの詳細、お申し込み方法は裏面をご覧ください。セミナーの詳細、お申し込み方法は裏面をご覧ください。

ゼロからわかる！「AI/RPA/IoT」による働き方改革

本フェア当日に株式会社自治日報社主催による「働き方改革」や「地方創生」に関する
セミナーを中央省庁より講師をお招きし同時開催いたします。こちらも是非ご参加ください。同時開催!同時開催!

事前登録制 定員１００名 先着順
各セミナー、定員100名 ／ 先着順、定員になり次第締切とさせていただきます。

日　時：２０１８年１０月２５日（木）
　　　　　　　   １０：００～１７：００
会　場：ホテルメトロポリタン仙台 ３階
           セミナー：「星雲」／ 展示・ミニセミナー：「曙」
交　通：ＪＲ仙台駅（西口）　徒歩２分
               ※お車でお越しの際の駐車場は「メトロポリタン駐車場」をご利用ください。

テクノ・マインド フェア TMC FAIR
2018

注目のセミナーを開催!



各会場 ： １回目▶１５：４５~１６：１５／２回目▶１６：３０~１７：００

住民の「声なき声」をデータから聞き出し、わからなかった「なぜ」を読み解き新たな街づくりに踏み出すための
『地方創生支援ソリューション』。自治体施策に対する評価をＢＩ・ＡＩで捉え、分析根拠から施策展開し「住みたい街・
住み続けたい街」に向けた施策決定支援について、事例を交えてご紹介いたします。

株式会社BCC　第一公共事業本部　事業本部長　蔵座 康史 様

①会場：地方創生支援ソリューションご紹介 ～ＢＩ・ＡＩ利用による意思決定支援ソリューション～

スマートフォンやタブレットの急伸により、インターネットや SNS（Facebook や Twitter）など、世の中に伝える手段が
多様化するなか、自社に関する口コミや評判をインターネット全体から収集・解析し、更なる自社の魅力発信を支援する
「Oracle Social Cloud」について、事例を交えてご紹介いたします。

日本オラクル株式会社　クラウドアプリケーション事業統括 ＣＸ第二営業部　部長　宮原 正将 様

②会場：Oracle Social Cloudのご紹介 ～声を聞く。伝える。つながる。～

地方創生において、自治体の施策を実現するためには、その地域に住む住民の「力」が必要不可欠です。自治体からの
タイムリーな情報の発信と、町と住民とのコミュニケーションの維持・発展から交流する機会を創出し、「住民参加型の
まちづくり」を支援する「ふるさとアプリ」について、事例を交えてご紹介いたします。

テクノ・マインド株式会社　新事業推進室　マネージャー　池田 賢介

③会場：いきがいを橋渡しする「ふるさとアプリ」 ～町と住民、産業の繋がりを実現する地域コミュニティ活性化ツール～

ミニセミナーのご案内 展示会場案内図

ミニセミナー：①会場

株式会社ＢＣＣ

ミニセミナー：①会場

株式会社ＢＣＣ

ミニセミナー：③会場

テクノ・マインド
株式会社
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テーマ別に展示しております。 働き方改革 地方創生 自治体向けソリューション テクノ・マインド紹介

Voin2 Field（ヴォインツー フィールド）

作業の手を止めない高感度の音声認識！
テクノ・マインド株式会社

1 杜のOf  fice

シンプルで使いやすいクラウド型グループウェア
テクノ・マインド株式会社

2

咲くSaku

簡単な操作で煩雑なシフト管理から開放！
テクノ・マインド株式会社

3 勤革時

いつでもどこでも出退勤打刻で勤怠管理に革命を！
日本電気株式会社

4

RoboSol（ロボソル）

ＲＰＡ活用で定型業務を自動化！
日本電気株式会社

5

Navinity（ナビニティ）販売

豊富な機能を有した販売管理パッケージ
テクノ・マインド株式会社

7

Cloud Edge（クラウド エッジ）

クラウドを活用したオールインワンセキュリティ対策ツール
トレンドマイクロ株式会社

6

メンタルヘルスケアサービス

従業員のストレスチェックでメンタル対策！
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

8-1 8-2 精神状態判定システム メンタルチェッカー導入サービス

取得映像から精神状態や感情を解析し数値化
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

独居高齢者 見守り支援ソリューション

コミュニケーションロボットによる見守り
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

9-1

快適なオフィス環境に向けて

仕事中に一息入れたい！本格コーヒーで！
服部コーヒーフーズ株式会社

10

face2+（フェイスツープラス）

高齢者、要介護者の見守り業務を総合サポート
テクノ・マインド株式会社

12

メール配信システムMusbee（ムスビ―）

地域の情報を住民の皆さんへ確実にお届け！
テクノ・マインド株式会社

14

地方創生支援ソリューション

地方創生総合戦略の施策決定を支援するツール
株式会社ＢＣＣ

16

被災者支援システム

復興業務からＢＣＰ対策までをトータルでカバー
テクノ・マインド株式会社

18

消防団管理システム

消防団員の台帳管理事務をトータルに実現！
テクノ・マインド株式会社

20

スマートデバイスソリューション
～Ｗｅｂ予約システム／カレンダーソリューション～

従来の大規模なシステムをスマートでコンパクトに
テクノ・マインド株式会社

21-2
9-2 介護施設向け ベッド見守りシステム

夜間の徘徊やベッド転落リスクを軽減
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

ふるさとアプリ
自治体と住民、住民同士の交流を総合サポート

テクノ・マインド株式会社

11

チャットボット

ＡＩを活用した先進的なお客様対応をお手軽に
テクノ・マインド株式会社

13

Omnibus（オムニバス）

送迎バスの位置情報をご家族へお知らせ！
テクノ・マインド株式会社

15

電子入札システム ef  ftis（イフティス）

入札業務をサポートし更なる業務効率化を実現
テクノ・マインド株式会社

17

COUS自治体防災情報システム

災害発生後の現場の情報をスマホで収集
株式会社石川コンピュータ・センター

19

クラウドサービスセンター

急なビジネスチャンスに安心と安全をプラス
テクノ・マインド株式会社

22

ＦＡＣＴ ＭＥＡＳＵＲＥ（ファクト メジャー）
～スポーツグラスプロショップ「金栄堂様」開発～

顔認識技術を利用した自動顔型計測アプリ
テクノ・マインド株式会社

21-1

展示のご案内：３階 「曙」 １０：００～１７：００



テクノ・マインド　フェア事務局　宛

下記の｢個⼈情報の取扱いについて｣に同意のうえ、標記セミナーに以下のとおり申し込みます。

ご出席者

主催：TMC
セミナー１ セミナー２ セミナー３
ゼロからわかる！

「AI/RPA/IoT」による
働き⽅改⾰

働き⽅改⾰ 地⽅創⽣

1

2

3

4

5

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

展⽰

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

e-mail

⾞利⽤
運転○
同乗△

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出席（希望に○）

テクノ・マインド　フェア　2018　お申込書
ＦＡＸ番号　０２２－７４２－３３７２

貴団体（社）名

F A X

主催：(株)⾃治⽇報社所属・役職 （フリガナ）
お名前

ご住所
ＴＥＬ

［ 個⼈情報の取扱いについて ］

当社では、以下の⽬的以外で個⼈情報を利⽤および第三者へ提供することはありません。
第三者へ提供または取扱いの委託をする際には、あらかじめその旨をお知らせすると共に、関連法令並びに当社規定に
則った⼿続きを取らせていただきます。
（利⽤⽬的）

・ 連絡、イベントの関連情報のご提供のため ・ 関連商品またはサービスのご案内等のため
（個⼈情報提供の任意性）

個⼈情報をご提供いただくのは任意ですが、正確にご提供いただけない場合は、ご連絡等が⾏えない場合があります
ので、よろしくお願いいたします。

■セミナーに関する お問合せ先
テクノ・マインド フェア事務局 新事業推進室 阿部／安住／池⽥
TEL:022-742-3367 FAX:022-742-3372 E-mail:tmc-fair2018@tmc.co.jp

■個⼈情報に関する お問合せ先
※テクノ・マインド株式会社 〒983-8517 仙台市宮城野区榴岡１丁⽬６番１１号
※個⼈情報保護管理者の名称 ： （代理⼈）経営企画本部⻑
※個⼈情報の利⽤⽬的通知、開⽰、訂正、追加、削除、利⽤停⽌、提供停⽌の要求がある場合は、

ご本⼈である旨を確認のうえ、対応いたします。下記の苦情・相談窓⼝にご連絡ください。
※個⼈情報等の苦情・相談窓⼝ （総務部） ［ privacy@tmc.co.jp ］

TEL:022-742-3331 FAX:022―742-3372

締切
10/19
（⾦）




