
日時： 平成２７年
特別な日をお約束します

新生(株)ムラセ記念フェア2015

～新たなる挑戦～

日時： 平成２７年
２月５日(木)13：00～18:00
２月６日(金)10：00～17:00  

場所：島原文化会館小島原文化会館小島原文化会館小島原文化会館小ホールホールホールホールAAAA
※セミナー同時開催※



携帯端末やタブレットを使ったワークスタイル変革

資料の印刷やアップロードなど
外出前に準備することなく、
必要なときにPCやスマートデバイスを
活用して社内文書やデータ、FAX文書を利用できます。

◇リコー複合機＋E-SharingBOX＋クラウドサービス

■外出先でも自宅からでもいつでもどこでも
社内文書やデータを活用

スケジュールや掲示板、ワークフローなど企業に必要なグループウェア
機能がクラウドサービスでいつでもどこでも利用。業務対応のスピード
が大きく上がり、顧客対応の仕組化ができます。
◇サイボウズクラウド

■メールや業務連絡、決済業務も外出先
からすぐに対応。業務効率を大きくかえる

基幹業務もクラウドサービスを利用すると法改正時も無償でバージョンアップ
ができます。またスマートデバイスを利用することで、リアルタイムで売上や在庫
情報の参照、出納帳・旅費の⼊⼒が⾏えます。
◇PCAクラウドシリーズ

■クラウドサービス利用で基幹業務も安心
して利用できる時代へ

（株）ムラセのフェアでは４つの経営課題をテーマに最新のITソリューションと、

印刷OK

経費削減と経営基盤強化

導⼊切り替えが進むLED分野。
設置⼯事不要で誰でも蛍光灯を取り替える感覚で
導⼊できる直管形や、⼯場や施設、倉庫などで使用
される省エネ効果抜群の⽔銀灯代替型などエコソ
リューションでコスト削減と環境改善を両⽴。
◇⼯事レス直管形LED、⽔銀灯代替LED

■ＬＥＤエコソリューションでコスト削減と
働きやすい快適な環境づくり

■保守保守保守保守サービスサービスサービスサービス

ソフトウェアの操作などに関するお問い合わせに
電話（フリーダイヤル）でお答えしております。
また、電話での解決が難しい場合、
お客様とコミュケーターが同じ画面を見ながら
迅速に問題を解決をする、
リモートサポートサービスをご用意しております。
進化した保守サービスをご覧ください。

20型
40型
110型

お客様の使用状況をリアルに
把握し、運用面をサポート



売上アップのためのノウハウ紹介

企業の顔とも言えるホームページは、
いまやPCだけでなくスマートフォンからのアクセスも多い時代
です。
⼀度の⼊⼒でスマートフォンに最適化され、
また誰でも簡単に更新できる仕組みによってビジネスチャン
スを拡大します。
また話題の360度全天球イメージのデジタルカメラ連携もご
紹介します。
◇ディーエスブランド おりこうブログシリーズ、リコー､THETA

■誰でも簡単に作成・更新できるスマート
フォン対応ＨＰでビジネスチャンス拡大

狭いスペースでも空間を効率的に活用できる短焦点プロジェクタや、タブレット
で簡単に始められるデジタルサイネージをご紹介。
◇短焦点プロジェクタ、RICOH Quick Signage

■誰でも・手軽に・簡単に！プロジェクターで
始めるデジタルサイネージ

目的の顧客情報をすばやく検索・把握するだけでなく、基幹業務と連携した
顧客データを様々な角度から分析・集計することで業績拡大につなげます。
◇応研 顧客大臣シリーズ

■顧客データを様々な角度から活用。様々
な業種にフィットする顧客管理ソリューション

お客様のビジネスにお役立ちできる活用情報をご紹介させていただきます。

■イメージをそのままかたちに
より速く、より美しく、より使いやすく

業務プロセス改革

介護保険請求からITを活用してケア現場の記録業務を改善する
業務支援ソリューションや平成24年度から導⼊された新会計基準
対応ソリューション、様々な勤務環境に対応・連携する福祉向け
ソリューションをご紹介します。
◇NDソフトほのぼのシリーズ、応研 福祉大臣、
PCA 社会福祉法⼈会計、勤怠・⼈事・給与管理ソリューション

■介護・福祉向け業務ソリューション
積算速度向上と精度を追求した⼟⽊積算システム、わかりやすいインター
フェースと⾃動チェックで施⼯管理や納品作業を支援する施⼯管理・電⼦納
品システム、建築設計からプレゼンまでサポートする3次元設計をご紹介。
◇コンピュータシステム研究所
⼟⽊積算ATLUS/建築プレゼンALTA
建設システム 電⼦納品/施⼯管理 デキスパートシリーズ
福井コンピュータ 建築CAD アーキトレンドシリーズ

■建設土木・建築向け業務ソリューション

消費税改正に対応した会計・販売管理システムはもちろん、
経理や総務、⼈事部門の業務改善をサポートする基幹業務ソ
リューションをご紹介します。
◇応研、PCA、OBC 会計・販売・給与・勤怠・⼈事ソリューション

■基幹業務ソリューション
低コスト、かつ、すぐに業務の仕組みづくりを⾏いたい。クラウド型データベース
では業務に合わせて⾃由にフォーマットを作成することができ、手間を感じるこ
となく情報共有を効率化できます。「顧客リスト」「タスク管理」など、⼀般的
なチームに必要となる業務アプリケーションをテンプレートから選び、すぐに利用
することができます。
◇サイボウズ KINTONE、カスタムアプリ

■クラウド型データベースソリューション



新生（株）ムラセ記念フェア 出展ソリューション・ベンダー一覧

カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ 出展出展出展出展ソリューションソリューションソリューションソリューション メーカーメーカーメーカーメーカー////ベンダーベンダーベンダーベンダー

IT・クラウド活用 デジタル複合機＋スマートデバイス連携ストレージ＋スキャニング効率化ソリューション リコー

IT・クラウド活用 グループウェアOffice、WebデータベースKINTONE サイボウズ

コミュニケーション インタラクティブホワイトボードD5500＋クラウド型コミュニケーションシステム リコー

セキュリティ ウイルス対策ソリューション クラウドサービス for MVB リコー

事業業務 勤怠管理システム クロノス

事業継続 データ復旧・バックアップソリューション リコー

コスト削減 使いこなせていますか？ 複合機の集約コピー，ペーパーレスＦＡＸ受信など リコー

電力削減 工事レス直管形LED、水銀灯代替LED リコー

ホームページ スマートフォン対応型ホームページ おりこうブログ＋全天球型カメラ THETA DSブランド

基幹業務 会計・販売・給与・人事・顧客管理ソリューション 大臣シリーズ 応研

基幹業務 クラウド対応型基幹業務ソリューション PCAクラウド PCA

基幹業務 中小企業向け基幹業務パッケージ 奉行シリーズ OBC

介護・福祉業務 介護業務支援ソリューション ほのぼのシリーズ NDソフトウェア

建設業務 高精度 土木積算ソリューション ATLUS REAL CST

建設業務 電子納品支援・施工管理ソリューション デキスパートシリーズ 建設システム

建設業務 建築3D設計・業務支援ソリューション アーキトレンドシリーズ 福井コンピュータ

建設業務 建築プレゼンテーションソリューション ALTA CST

簡易サイネージ 短焦点プロジェクタ WX4141シリーズ＋RICOH Quick Signage、紙アプリ リコー

製造設計支援 3Dプリンタ 武藤製造設計支援 3Dプリンタ 武藤

ネットワーク支援 ネットワーク構築・運用支援サービス、ビジネスフォン、IT機器保守運用 リコー

オフィス向け文具 オフィス向け文具 各種 文具メーカー

コスト削減 通販カタログ スマートオフィス
ﾌﾟﾗｽ・
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽｶﾝﾊﾟﾆｰ

皆様のお越しをお待ちしております皆様のお越しをお待ちしております皆様のお越しをお待ちしております皆様のお越しをお待ちしております

◆お問い合わせ先

株式会社ムラセ

島原市大下町丙１１７３－１島原市大下町丙１１７３－１島原市大下町丙１１７３－１島原市大下町丙１１７３－１ ＴＥＬ：０９５７－６３－０５７３ＴＥＬ：０９５７－６３－０５７３ＴＥＬ：０９５７－６３－０５７３ＴＥＬ：０９５７－６３－０５７３
http://murase-co.jp/                ＦＡＸ：０９５７－６３－５６２５ＦＡＸ：０９５７－６３－５６２５ＦＡＸ：０９５７－６３－５６２５ＦＡＸ：０９５７－６３－５６２５

※セミナー同時開催※                                        
①｢マイナンバー制｣法改正情報＆｢社会保険電子申請｣セミナー
② 社会福祉施設様向け2015年度介護保険制度改正対応セミナー
③ 最新ITトレンドセミナー同時開催



「マイナンバー制」法改正情報

日程 2015年2月6日(金)

時間

会場

定員 20名　　受講無料

10:30～11:30

島原市文化会館小ホールＢ
会場住所：島原市城内1-1177-2

セミナーのご案内①

セミナー内容（約１時間）

～システムで始める『マイナンバー制度』への備え～

2013201320132013年年年年5555月に成立したマイナンバー法。月に成立したマイナンバー法。月に成立したマイナンバー法。月に成立したマイナンバー法。
国民への番号通知が国民への番号通知が国民への番号通知が国民への番号通知が来年来年来年来年10101010月から開始される予定月から開始される予定月から開始される予定月から開始される予定ですが、準備をですが、準備をですが、準備をですが、準備を
どのようにお考えでしょうか？マイナンバーには、国民一人ひとりにどのようにお考えでしょうか？マイナンバーには、国民一人ひとりにどのようにお考えでしょうか？マイナンバーには、国民一人ひとりにどのようにお考えでしょうか？マイナンバーには、国民一人ひとりに
割り当てられる個人番号と企業を識別するための法人番号とがあり、割り当てられる個人番号と企業を識別するための法人番号とがあり、割り当てられる個人番号と企業を識別するための法人番号とがあり、割り当てられる個人番号と企業を識別するための法人番号とがあり、
人事労務業務、経理業務全般に影響があるといわれています。人事労務業務、経理業務全般に影響があるといわれています。人事労務業務、経理業務全般に影響があるといわれています。人事労務業務、経理業務全般に影響があるといわれています。
セミナーではシステムでのマイナンバー対応だけでなく、個人番号だセミナーではシステムでのマイナンバー対応だけでなく、個人番号だセミナーではシステムでのマイナンバー対応だけでなく、個人番号だセミナーではシステムでのマイナンバー対応だけでなく、個人番号だ
けにとどまらない、人の情報の管理業務改善についてご紹介します。けにとどまらない、人の情報の管理業務改善についてご紹介します。けにとどまらない、人の情報の管理業務改善についてご紹介します。けにとどまらない、人の情報の管理業務改善についてご紹介します。

マイナンバーは、全ての法人・個人に関係があります！！
平成２７年１０月に法人番号・個人番号が通知され、平成２８年１月から個人
番号カードの発行が予定されています。

番号の漏えいが起きると、刑事罰の対象にもなります

正社員だけでなく、パート、アルバイト、家族（扶養親族）、報酬を支払う個人の番号も対象です

所得税・社会保険・労働保険・住民税関連の各帳票に個人番号の記載が必要です



新生（株）ムラセ記念フェア2015

『介護福祉＆ＩＴトレンドセミナー』
㈱ムラセでは、お客様の経営課題を解決する価値提供セミナーを企画しております。

ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

時間：
１３：３０～

１４：３０

/６２ 金

２０１５年度に向けた福祉市場動向と
実務改善セミナー
介護・福祉業界は平成27年度の介護保険制度改正が検討されており、また平成24年新会計基準への
移行期間が平成27年3月までとなるなど、大きな変化を迎える時期となっております。本セミナーでは市
場動向・展望だけでなく、具体的な実務改善ソリューションについてご紹介させていただきます。

１．市場動向および2015年度介護保険制度改正の内容と今後の展望
２．実務改善パートⅠ
介護報酬請求の実践編 〜具体的請求事務の重要ポイント〜
３．実務改善パートⅡ
⾳声認識による『書類作成』業務改善
４．実務改善パートⅢ
『新会計』対応および『給与連携』による業務改善、クラウド運用のご紹介

２０名定員

セミナー ② 社会福祉施設様向けセミナー 介護・福祉

◆お問い合わせ先

大変お手数ですが、お申し込みは別紙申込書にてＦＡＸまたはコピーを営業担当にお渡しいただきますようお願い申し上げます。
各セミナーともお申込み先着順にて定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。予めご了承下さい。

/６２ 金

スマートフォンやモバイルＰＣ＋クラウド活用で
仕事が変わる！ＩＴ活用事例・体験セミナー
高速モバイル環境やクラウドサービスの普及に伴い、スマートフォンやモバイルPCの業務での活用が進
んでいます。本セミナーでは最新ITトレンドや市場動向に加えて、具体的な業務活用のソリューションに
ついて活用事例やデモンストレーションを交えながらご紹介いたします。

１．クラウド市場動向、トレンドご紹介
２．ファイルデータ活⽤事例編
社内のファイル、データを外出先から閲覧・活用
既存ファイルサーバもそのまま活用できるサービス
３．グループウェア活⽤事例編
メールやスケジュール、連絡、設備予約、電⼦決裁など社内情報の共有、改善
４．業務アプリケーション活⽤事例編
PCAクラウド〜会計・販売・勤怠・給与・⼈事
５．コミュニケーション活⽤事例編
遠隔地とリアルタイムで会議や打合を手軽に実現

セミナー ③ 最新ＩＴトレンドセミナー ＩＴトレンド

２０名定員

（株）ムラセ ＴＥＬ ０９５７－６３－０５７３

時間：
１５：００～

１６：００



貴社名
ご来場日

□２/５（木） 御来場時間 ： .

□２/６（金） 御来場時間 ： .

ご連絡先
（ＴＥＬまたはＥｍａｉｌ）

フリガナ

お名前

所属・課所名

役職

ＦＡＸ ０９５７-６３-５６２５
株式会社ムラセ フェア事務局あて

本申込書コピーを営業担当にお渡しいただくか、FAXにて送信いただきますようお願い致します。
FAX送信の際には、番号のお間違えがないようご確認ください。

新生（株）ムラセ記念フェア２０１５
参加申込書

おおおお申込期限申込期限申込期限申込期限

２２２２／／／／５５５５
（（（（木木木木））））

本イベントは事前申込制となっております。大変お手数ですがご来場の際には本申込書または名刺をお持ちください。

▼セミナーにご参加希望の方は下記にご記入をお願い致します

2/6（金） 10：30～11：30 ◆ マイナンバー制度向けセミナー

労働保険・社会保険、マイナンバーなど今後の法改正情報
セミナー①

【定員２０名】

◆その他ご覧になられたいソリューションやご相談事項などあればご記⼊ください

【お客様へのご連絡事項】 ※本申込書における個人情報は、主催者のセキュリティポリシーに従い、細心の注意と最大限の努力をもって保護・管理をおこないます。

□外出先からの社内文書・ファイルデータ活用 □外出先からのメール・業務連絡・スケジュール確認
□クラウド型コミュニケーション活用 □クラウド型基幹業務ソリューション

□ネットワーク・ビジネスフォン構築運用 □情報セキュリティ管理・IT資産管理
□⼊退出セキュリティ管理対策 □電⼒削減・LEDエコソリューション

□プリントオンデマンド □スマートフォン対応ホームページソリューション
□簡易サイネージ＋短焦点プロジェクタ □顧客管理ソリューション

□介護・福祉向け業務ソリューション □建設向け業務ソリューション
□基幹業務ソリューション □クラウド型データベースソリューション

ワークスタイル変革

経営基盤強化

売上拡大

業務プロセス改革

株式会社ムラセ フェア事務局 ＴＥＬ：0957-63-0573 ＦＡＸ：0957-63-5625

営業担当

労働保険・社会保険、マイナンバーなど今後の法改正情報

2/6（金） 13：30～14：30 ◆ 介護福祉向けセミナー

２０１５年度に向けた福祉市場動向と実務改善セミナー

2/6（金） 15：00～16：00 ◆ 最新ITトレンドセミナー

スマートフォン・モバイルＰＣ＋クラウド活用で仕事が変わる！

ＩＴ活用・体験セミナー

セミナー③ 【定員２０名】

▼フェア出展内容でご興味のある項目をご記入ください

セミナー② 【定員２０名】


