
拝啓
　晩秋の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
恒例となりました「OCR ソリューションフェア」を今年も開催いたします。
当社のコア技術である「文字認識技術」と「音声・画像の認識・検索の技術」を利用した
ソリューションに加えて、今話題のマイナンバーとウェアラブル、ＡＲ（拡張現実）技術に
ついてもご紹介させていただきます。様々なビジネスシーンにおける業務効率化のソリュー
ション商品、サービス商品、スマートデバイスを利用したソリューション商品をご提案さ
せていただきます。

是非この機会にご来場いただけますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

ウェアラブル 

名刺管理

音声認識
スマートデバイス

OCRソリューションフェア 2015 福岡

メディアドライブ株式会社
OCR jp
Best OCR Solution

事前登録のうえご来場されたお客様には、

電子書籍

11 272015 年 　     月   　  日  （金）11:00 ～ 17:00

参加費  無 料　（事前登録制）

主催 : メディアドライブ株式会社

お問い合わせ　メディアドライブ株式会社　事務局 須藤　電話 03-5541-9631　http://mediadrive.jp

クラウド 

本人確認
画像認識

を贈呈いたします。

当社ホームページ  http://mediadrive.jp トピックス
「OCR ソリューションフェア 2015 福岡」開催のご案内よりお申込みください。

マイナンバー
セミナー内容

メディアドライブ株式会社
    代表取締役社長 松村 博

1. メディアドライブの最新技術動向と
   マイナンバーカード対応 OCR について

2. まだ間に合う？マイナンバー制度対応のキモ
株式会社 NTT データ

金融事業推進部 イノベーション推進部
オープンイノベーション事業創発室 課長 花谷 昌弘 氏

株式会社アグレックス
営業統括部 営業開発部

マネジャー 森田 純一 氏

3. スマホ・タブレット時代だからできる
    業務効率化・コスト削減を実現する
    OCR クラウドサービス  

（定員 60 名）
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① 13:30～ 14:20
50min

② 14:30～ 15:10
40min

③ 15:20～ 16:00
40min

メディアドライブの最新技術動向と
マイナンバーカード対応 OCR について

まだ間に合う？マイナンバー制度対応のキモ

スマホ・タブレット時代だからできる！！
業務効率化・コスト削減を実現する
OCR クラウドサービス
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BI ツール「DataNature Smart ver.3」とクラウド IVR サービス Cyzo®PHONE 

不定形活字帳票 OCR ソリューション

マイナンバー OCR ソリューション

データエントリーシステム WINDEX-ProII

本人確認用文字認識コーナー

ウェアラブルアプリケーションコーナー

名刺管理クラウドサービス「THE 名刺管理」

ＷＥＢブラウザで動作するＨＴＭＬ５楽譜作成アプリ「ミュースケ」

リースの保証協会「特商協」の紹介　～リース通過率９５％～

UV 空気減菌装置　

「小型電磁力発電装置」＆「空気から作るウォーターサーバー装置」

スキミング防止カード SKIM GOLD

中小企業向けトータル業務支援システム SFA/CRM Venus Cloud

帳票 OCR ソリューション

音声認識・画像検索

文書管理　電子書籍 コーナー

NEW

NEW

NEW

NEW

マイナンバー制度開始間近に控え、通知カードおよび個人番号カードの OCR 処理による取得・収集作業の
効率化のご紹介。

認識精度の向上を図り進化した「免許証認識ライブラリ」および「保険証認識ライブラリ」を実際のデモ
を交えてのご紹介。

不定形活字帳票や可変活字帳票の認識に対応した帳票認識ライブラリのご紹介。
（主な帳票例：健康診断結果、処方箋、レセプト、源泉徴収票、財務諸表）

新たな活字文字認識エンジンの搭載とリジェクト精度向上した FormOCR v.6.5 のご紹介。
文書分類ライブラリ「e.Document Sorter」と自由手書きライブラリ、車検証 OCR、レシート OCR のご紹介。

紙文書も電子文書もまとめて管理し業務効率化できる文書管理ソフトウェア「DocDesk」のご紹介。
認識性能強化とともに、大量データの電子化や電子書籍作成の支援機能を強化したWinreaderPROｖ.15.0 のご紹介。

大学講義ビデオの音声認識によるテキスト化＆キーワード検索と、高速に検索できる類似画像検索の事例を紹介。
簡単に設置でき遠隔操作可能な IoT 監視カメラ、及び動線抽出（監視ｶﾒﾗｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの事例）。

企業内でのインフラ構築の負担がなく、小規模サービスから大規模サービスまでコストパフォーマンスに
優れた運用が可能な名刺管理クラウドサービス「THE 名刺管理」のご紹介。

遠隔作業支援システム（音声認識）のウェアラブルアプリケーションのご紹介。
AR（拡張現実）を活用した近未来の認証方式も体験していただけます。（NTT データ社との共同開発）

BI ツール「DataNature Smart ver.3」は簡単操作の中堅・中小企業向け BI ツールのご紹介。
低コスト・大容量のクラウド IVR サービス Cyzo®PHONE のご紹介。

マイナンバー登録業務など FormOCR と WINDEX-ProII の連携による、低価格な複数訂正システムをご紹介。
入力操作の全工程を画面データとテキストデータで記録・再生・検索できる新機能「トレース機能」をご紹介。

筋肉質な会社を実現するツール。営業売上ＵＰ！　顧客満足度ＵＰ！　社内コミュニケーションＵＰ！　
人脈管理サービス（名刺管理ｻｰﾋﾞｽ連動）もあります。

キャッシュカード、パスポート、交通系カードなど情報を盗み取るスキミング犯罪からの個人情報をガード。
来年からはマイナンバーカードが施行されます。自分自身の情報は自分で守るためのスキムゴールドをご紹介。

サイトにアクセスすると、楽器音約１５０音色がセットされ五線を表示。楽譜の編集／演奏ができます。
パソコンキーボードを使って入力した点字楽譜を「ミュースケ」の楽譜に変換する実験的デモもご紹介。

直接リース、カップ会社と契約が困難な企業さまにも導入可能。
創業間もない企業様、個人事業主でもリースや割賦導入が可能。

NASA の技術を応用した特殊 UVC 滅菌ランプをベースに、日本市場、特に医療事業向け使用に耐えるよう
機能を追加して商品化した UV 空気減菌装置をご紹介。

24 時間稼働し続けるパワフルな循環型ミニ発電装置「小型電磁力発電装置」と水道水もウォーターボトル
の入れ替えもない空気から作るウォーターサーバー装置をご紹介。

NEW
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