セミナーのご案内
会場：３Ｆ 「星雲」

10:30～11:30

テクノ・マインド フェア 2019

セミナー１

5Gで変わる働く現場の未来
第5世代移動通信システム「5G」 。2020年には商用化が予定されており幅広い分野で期
待されています。5Gは高速だ ――そうした認知が進む中、その5Gが一体どのように仕事
や生活に進化をもたらすのか。 5Gの解説に加え、数多くのビジネスパートナーと共に創
り上げる、 今後のサービス展開についてお伝えします。
講師：株式会社NTTドコモ
エバンジェリスト

13:20～14:30

福田 将士 様

【同時開催】自治日報社主催「自治日報電子自治体推進セミナー」

セミナー２

自治体の未来とデジタル技術（AI・RPA・IoT・OpenData）
2040年頃には総人口は毎年100万人近く減少します。 従来の半分の職員でも自治体が
本来担うべき機能を発揮するため、AI・ロボティクスが処理できる事務作業は全て
AI ・ロボティクスによって自動処理するスマート自治体へ転換する必要があります。
AI ・RPA ・IoT・OpenData等のデジタル技術を活用することで、持続可能な地域社会の実現を
目指す総務省の取組を紹介します。
講師：総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室
室長

金澤 直樹 様

2019年 ９⽉５⽇（木）10:00 〜 17:00
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一般社団法人宮城県情報サービス産業協会

ホテルメトロポリタン仙台 ３Ｆ 「星雲」・「曙」

仙台市青葉区中央一丁目１番１号

最新動向セミナー

定員各100名

×

事前登録制

×

先着順

5Gで変わる働く現場の未来
株式会社NTTドコモ

【同時開催】 自治日報社主催 「自治日報電子自治体推進セミナー」

自治体の未来とデジタル技術（AI・RPA・IoT・OpenData）
総務省 情報流通行政局 地方情報化推進室

▶フェアの詳細・セミナーのお申込みは、弊社特設Webページからお願いいたします。

https://www.fair.tmc.co.jp/

※ 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。
▶受付締切：2019年８月30日（金）
※ FAXの場合は、別紙FAX受講申込書にご記入の上、フェア事務局まで送信ください。
▶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。
▶セミナー講師、展示につきましては、変更となる場合がありますのでご了承ください。

〒983-8517 仙台市宮城野区榴岡1-6-11

テクノ・マインド株式会社
テクノ・マインドフェア2019事務局

022-742-3331

022-742-3372

tmc-fair2019@tmc.co.jp
https://www.tmc.co.jp/

「平成」から「令和」へと新たな時代を迎えるなか、ICT関連の技術も大きく進歩し、
IoTやAIといった先進技術も身近なものとなりました。
「テクノ・マインド フェア 2019」では、これらの先進技術を体感していただける場を
用意しております。
皆様の今後のICT活用のヒントにしていただきたく、ご来場を心よりお待ちして
おります。
テクノ・マインド株式会社
代表取締役社長 小原 正孝
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顧客の心を掴んで売上UP!
（テクノ・マインド株式会社）
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解決！
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デ
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デモンストレーションをご覧いただけます。
「IT導入補助金2019」の対象「ITツール」です。
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簡単安価！セキュアにモバイルワークを実現
（日本電気株式会社）
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「働き方改革」まずは「見える化」から
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コーヒーブレイクで作業効率UP！

体デ

CHA-CHAT申請

自宅にいながら住民票などの異動届出を
チャチャっと申請!

（服部コーヒーフーズ株式会社）

efftis電子入札システム

入札業務をサポートし
更なる業務効率化を実現

（京都電子計算株式会社）

被災者支援システム

「復興業務」から「BCP対策」まで
トータルでカバー

デ

消防団員の台帳管理事務を
総合的にカバー

デ

（テクノ・マインド株式会社）
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（テクノ・マインド株式会社）

efftis契約管理システム

入札情報との連動で
効率的な契約業務をサポート

（テクノ・マインド株式会社）

消防団管理システム

体デ

仕事中に一息入れたい! 本格コーヒー

（株式会社NTTデータビジネスブレインズ）

（テクノ・マインド株式会社）
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体験展示では、実際に作成や操作を行って
頂けます。

（日本電気株式会社）

（テクノ・マインド株式会社）

デジタルアーカイブ

デ

経営が変わる、DX変革を推進するRPA
（Sky株式会社）

体

（日本電気株式会社）

「現場でできる」ソフトウェアロボット

SKYSEA Client View

Navinity販売

デ

（テクノ・マインド株式会社）

（テクノ･マインド株式会社）

（テクノ・マインド株式会社）

杜のOffice/Web給与明細

働き方改革

（京都電子計算株式会社）

（日本電気株式会社）

Voin2 Field ＋αi

体デ

VR活用ではじめる業務改革！

デ

会場：3F 「曙」

（テクノ・マインド株式会社）

（テクノ・マインド株式会社）

Neo Face 顔認証システム導入セット

デ

送迎バスなどのルート作成をもっと簡単に!!

（日本電気株式会社）

セキュリティ診断ツール/CloudEdge

経営革新

IDCセキュリティ

（テクノ・マインド株式会社）

AIチャットボット「NEC 自動応答」

10:00 ~ 17:00

デ

（テクノ・マインド株式会社）

研修予約システム

Web上で簡単操作。教育センター向け
研修業務を一括管理！

デ

（テクノ・マインド株式会社）

テクノ・マインド フェア 2019 お申込書
ＦＡＸ番号 ０２２－７４２－３３７２
テクノ・マインド フェア事務局 宛

締切
8/30
（⾦）

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。
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⾃治体の未来と
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［ 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 事業計画室 安住
TEL:022-742-3331 FAX:022-742-3372

E-mail:tmc-fair2019@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）経営管理本部⻑
※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

