共通
展示システムのご案内
※展示システムの内容は変更なる場合がございますのでご了承ください

▼株式会社サンネット

サービス事業部

安全・安心かつ戦略的・効率的なICT基盤を実現するネットワーク・情報セキュリティ・クラウドサービス、
保守・運用サービスをご提供します。

ハイパーコンバージドインフラ

SDN
（Software-Defined Networking）
オフィスLANの柔軟性や安全性を向上し、
運用管理負荷を軽減する技術として
注目されているネットワークの仮想化基盤

日本電気株式会社

サーバ統合、シンクラ環境実現の
ハードルを大きく下げた新時代の仮想化基盤

日本電気株式会社

▼株式会社広島情報シンフォニー
広島県・広島市・株式会社サンネットの共同出資により、第三セクター方式で運営される
重度障害者多数雇用企業として、お客様のニーズを的確に分析し、ハード、ソフトウェアを含むシステムの
コンサルティングから開発、運用、保守までトータルでご提供します。

聴覚障害者向け放送用字幕制作
『障害者差別解消法に対応』
耳の不自由な方々に放送を
楽しんでいただくため
字幕データ
(クローズドキャプション)を制作

株式会社 広島情報シンフォニー

視覚障害者向けブラウザ
『障害者差別解消法に対応』
目の不自由な方々に、ウェブページの
閲覧を楽しんでいただくため
画面の反転、読み上げなど多彩な機能に
より利用者を支援するブラウザです。

株式会社 広島情報シンフォニー

民間企業向け
展示システムのご案内

サンネット産業事業部では、民間企業向けに基幹業務
システムからIoT/BI等の情報系システムまで多彩な
ソリューションを単に導入するだけでなく、コンサル
ティングから運用まで総合的なサービスをご提供し、
お客様の経営課題解決致します。

※展示システムの内容は変更なる場合がございますのでご了承ください

統合IoTソリューション
製造現場と本社管理部門で分離しがちな
生産情報の統合的な可視化・分析をシームレスに
実現するソリューション
※流通/サービス業も活用可能
稼働状況可視化イメージ

株式会社 サンネット
ウイングアーク１ｓｔ株式会社

超高速Web開発ツール
『Web Performer』
ノンプログラミングでWebアプリケーションを
100％自動生成するマルチブラウザ対応の開発
ツール。コーディング自動化と品質の均一化により、
超高速開発を実現

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

勤怠管理クラウド
『勤革時』
「勤革時」はお手持ちのPCとインターネット
（VPN不要）だけで利用可能なクラウド型の
勤怠管理システム

統合情報共有基盤
『NiceOffice』
汎用パッケージと違い、業務に即したカスタマイズ
が可能な情報共有基盤パッケージ/クラウドで
SFA・ワークフロー、汎用アプリ開発基盤など
多種オプションを具備

株式会社 サンネット
SWJDC（全国NEC販売店グループ共同開発協議会）

中小企業基幹業務パッケージ
『奉行i/Vシリーズ』
内部統制/IFRSなど法対応に強く、会計・給与・
販売・人事管理など中堅/中小企業の幅広い業務
に対応可能な基幹業務システム

株式会社 オービックビジネスコンサルタント

勤怠/人事/給与管理パッケージ
『勤次郎Enterpriseシリーズ』
昨今、早急な対応が求められる労務管理に強み
を持つ勤怠管理、人事・給与と一貫したデータ
管理、効率化を実現する統合ソリューション

顔認証での
打刻も可能！
日通システム株式会社
日本電気株式会社

自治体向け
展示システムのご案内
住民情報ソリューション

長きに渡るNECグループのノウハウを集結し、
住民サービスの向上につながる高い操作性を
実現しています。
国が推奨する自治体クラウドにも対応した
住民情報システムです。
BPO(アウトソーシング)サービスにより、
行財政改革の一端を担います。
日本電気株式会社

住民情報ソリューション

市町村での申告受付を、より正確にかつ、
住民税課税事務の簡素化に役立つシステム
です。国税連携データ、及び複数申告会場の
運用にも対応可能であり、入力画面が申告書
等の資料をイメージしている為、初めて利用
される方にも簡単に操作でき、住民相談に
有効な時間をさけます。
NCS&A株式会社

住民情報ソリューション

e-Affect
生涯の健康情報を一元管理し、住民が
健やかに暮らせる地域づくりを支援する
保健総合システム。
保健師様のご意見・ご要望を基に、
利便性の高い操作性とコストパフォーマ
ンスの高い柔軟性をコンセプトとして開発。

株式会社BCC

自治体を取り巻く環境の変化をいち早くキャッチし、
その時代に沿ったＩＣＴ技術を駆使して包括的に
自治体業務をサポートします。近年では、いち早く
クラウドサービスの提供を実現し、提供後の地域に
密着したアフターフォローも万全で、安心して新たな
「住民サービスの企画・提供」を実現しています。

住民情報ソリューション

・就学援助管理システム
・給食費管理システム
・奨学金管理システム
・障害者管理システム
・福祉サービスシステム
・特別児童扶養手当システム 等
COKAS-R/ADⅡシリーズでラインナップ
されているサブシステムです。
株式会社BCC 株式会社サンネット

住民情報ソリューション

所得税等の確定申告書類の作成から電子
申告までを、カンタン・便利に行うことができる
システムです。ご利用の「確定申告支援システム」
で入力したデータを、「電子申告の達人」に
連動し、申告書作成や電子申告に活用する
ことができます。
株式会社NTTデータ

住民情報ソリューション

予防接種モバイル
日本で唯一の、自動調整機能付き「予防
接種スケジュールシステム」(特許取得)。
０～１歳時期に必要なシステムと、自治体
からの配信情報を組み合わせることで、
切れ目ない子育て支援を実現します。

株式会社ミラボ

自治体向け

待ってるよ！

展示システムのご案内

PaPeRo i（NEC コミュニケーションロボット）

行政経営ソリューション

行政経営ソリューション

地方創生支援システム

GPRIME行政経営システム

“地域の情報”や“庁内のデータ”をビジュアル
的にブラウザへ表示し分析するシステムです。
住民の声なき声をデータから聞き出し、
解らなかった「なぜ？」
を読み解き、新たな
街づくりに活用する
ことができます。

株式会社BCC

窓口案内ソリューション

財務会計や人事給与、庶務事務、文書管理
の内部事務を統合し、職員様の事務高度化、
効率化を支援します。

日本電気株式会社

防災対策ソリューション

受付+発券+案内表示「Welpper」

自治体災害情報収集・共有GIS

Pepperと受付システムがコラボレーション。
来客があった際、総合窓口にてPepperが一次
受付として対応します。発券機や案内板との連動、
多言語対応、受付状況の
見える化でスマートな受付業務を
実現します。

地域住民に災害や危機発生時の緊急性の
高い情報をいち早く配信し、住民の安心・
安全をサポートするソリューションです。
災害情報だけでなく、通報受付や現場対応は
平常時でも活用いただけます。

株式会社YSK e-com

人工知能ソリューション

株式会社石川コンピュータ・センター

人工知能ソリューション
ビッグデータ・教育プログラム

あらかじめデータベースに登録した人物の顔画
像と、監視カメラが捉えた人物の顔画像を
高速・高精度に自動照合します。
世界No.１評価の顔認証エンジンを搭載した
顔認証ソリューションです。

株式会社NECソリューションイノベーター

NECは長年、ビッグデータ活用を支える
人工知能(AI)の研究に取り組んできました。
そのAI技術を活用したソリューションや、
BA(ビジネスアナリティクス)/BI(ビジネスイン
テリジェンス)製品等のプラット
フォーム製品を提供しております。
これらによって、社会や企業に
おけるデータ活用を支援します。
日本電気株式会社

医療向け
展示システムのご案内

現在医療を取り巻く環境は「個々の施設内の電子化」から
「地域における医療福祉連携の情報化」へと拡大していま
す。サンネット医療事業部では、医療情報システムの構築
をはじめ、ネットワーク環境の整備やセキュリティ対策を
通して、医療介護分野の情報化に対応します。

※展示システムの内容は変更なる場合がございますのでご了承ください

電子カルテソリューション
■大規模病院向け 電子カルテシステム
『MegaOak HR』
急性期病院を中心に、院内の多くの役割や
部門のニーズにフィットし、情報の「利活用」や、
チームの「協働」を支える電子カルテシステム

日本電気株式会社

電子カルテソリューション
■小規模病院向け 電子カルテサービス
『MegaOak SR』
NECの高水準なデータセンターに
診療データを保管することで、安全性を
確保しながらリーズナブルに
電子カルテを利用できるサービス

日本電気株式会社

医療用データウェアハウス
■医療DWH『CLISTA！』
病院内に分散する様々なデータを
「統合」・「集約」し、あらゆるデータを病院経営や
日々の診療、業務効率化に活用

株式会社医用工学研究所

電子カルテソリューション
■一般病院向け 電子カルテシステム
『MegaOak MI・RA・Is/PX』
様々なタイプの医療シーンに合わせたボーダレスな
医療連携を実現する電子カルテシステム

株式会社シーエスアイ

電子カルテソリューション
■療養型病院向け電子カルテシステム
『Wing』
最適な機能を備え、最新のWeb技術
により誰でも簡単に扱うことのできる操作性を
もった電子カルテシステム

株式会社ライブワークス

診療情報管理システム
■診療情報管理システム 『病歴指南』
DPC体制やデータ提出加算体制を行う
医療機関様の病院機能評価や
各種加算の施設基準を満たす要件の
情報元としてご活用いただけるシステム

株式会社サンネット

医療向け
展示システムのご案内
※展示システムの内容は変更なる場合がございますのでご了承ください

医療事務ソリューション
■医学管理料算定システム
『MegaOak 医学管理サポート』

■医療事務システム
『MegaOak IBARSⅡ/LT』

■DPC関連システム
『MegaOak DPC』

■自社PKG
未収金督促管理システム 『M-System』
POSレジシステム
日本電気株式会社／株式会社サンネット

地域医療連携サービス
標準仕様を取り込み、様々な施設との連携を
実現し、地域包括ケア時代をリードする、診療情報
共有ネットワークサービス
■健康医療サービス
『かかりん』

■地域医療連携ネットワーク
『ID-Link』

福祉業務支援システム
■福祉業務支援ソフト 『ほのぼのNEXT』
介護事業所の業務を全面サポート

■地域包括ケアシステム推進ソリューション 『Team』

医療・介護サービスをシームレスに
繋ぎ、地域包括ケアシステムの
推進をサポートするソリューション
株式会社シーエスアイ

NDソフトウェア株式会社／株式会社アルム

防災無線システム
地域住民の安全を保護する防災情報の
収集や災害発生時に情報をスムーズに伝達
■市町村防災行政無線システム

アイコム株式会社

様々なシステムを取り揃えて
お待ちしておりますので、
ぜひお越しくださいませ
医療事業部一同

