
 ⾃由⼿書き⽂字認識コーナー

15:50〜16:30

OCRソリューションフェア 2013（東京）参加申込書

⽇
※当社社営業担当

   協賛社名/担当者

2509
（お⼿数ですが該当する欄にご記⼊のうえお申込をお願いいたします。）

 メディアドライブの最新技術動向について

 サービス現場での知識収集と集約について（ビッグデータの活⽤）

メディアドライブ㈱

独⽴⾏政法⼈産業技術総合研究所

ソフトバンクモバイル㈱

㈱ＮＴＴデータビジネスブレインズ

電話番号
※ハイフン不要

⽉

13:30〜13:50

14:00〜15:00

弊社「個⼈情報保護⽅針」（http://mediadrive.jp/company/policy.html）、および関連法令にもとづいて管理をいたします。
利⽤⽬的は、弊社およびセミナー・デモ協⼒会社が販売する⾃社商品情報を電⼦メール、郵送、電話、ＦＡＸまたは訪問により、
お客様へお知らせするために使⽤します。また、マーケティング活動（アンケート、イベント等）にも使⽤いたします。
お申込をいただく場合は、お客様の個⼈情報を利⽤⽬的の範囲内で使⽤する事に同意をお願いします。

【お客様の個⼈情報の取扱について】  個⼈情報保護担当事務局  藤⽥安宏 praivacy_mdc@mediadrive.co.jp 

送信先：メディアドライブ株式会社    ＦＡＸ ０３-５７２０-７１５５

E-mail

⽒名

ご住所

－郵便番号

メディアドライブ㈱

御社名

メディアドライブ㈱

 WinReaderPRO v.14.0 WinReaderOnline    メディアドライブ㈱

役職

メディアドライブ㈱

メディアドライブ㈱

メディアドライブ㈱

 スマート・デバイスコーナー

 FormOCR v.6.0

 e.Document Sorter

部署

■ お客様情報

㈱エヌジェーケー

■ セミナーに参加される場合は希望セミナーに ○ をつけてください（複数参加可）。 

 Non-PC時代の企業内スマートデバイスの活⽤

㈱ティケーユー

15:10〜15:40

■ 興味のあるソリューションについてお聞かせください。該当する項⽬に ○ をつけてください。（複数回答可）

2 5申込⽇ 年

㈱インターコム

 これなら出来る、業務改善&コスト削減!

 簡単操作の中堅中⼩企業向けBI ツール『DataNatureSmart』

メディアドライブ㈱

 スマートデバイスで⼿軽にモバイル業務処理 ㈱エヌジェーケー

メディアドライブ㈱ ⾳声認識・検索、画像認識・検索、その他新技術コーナー

 WINDEX-ProII データエントリーシステム   

 FAXーOCR システム

 パッケージソフトウェアコーナー 

 名刺管理ソフトウェアコーナー 



拝啓
　残暑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、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
ションをご紹介させていたいだきます。
また、最近のスマートデバイスやクラウドサービスの急激な普及に伴い、企業におけるビジネ
スシーンも大きく変わろうとしています。業務効率化を目指したソリューション商品、サービ
ス商品に加えスマートデバイス対応ビジネスソリューション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。
ご多忙中とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

敬具

OCR 

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 2013 東京

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、
東京メトロ日比谷線・都営浅草線『東銀座』6 番出口（徒歩 3 分）
都営大江戸線『築地市場駅』A3 出口（徒歩 5 分）

電子書籍

9 52013 年 　     月   　  日  （木）11:00 ～ 17:30

JJK 会館 7F （全国情報サービス産業厚生年金基金）

東京都中央区築地 4-1-14
TEL　03-3546-5151（代表）

〒104-8419

弊社では、節電に向けた企業活動として、クールビズを実施しています。
全スタッフがクールビズで対応させていただきますことをご了承ください。

参加費  無 料（事前登録制  セミナー定員 80 名）

主催 : メディアドライブ株式会社 協賛 : 株式会社エヌジェーケー
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 03-5720-7133　http://mediadrive.jp

クラウド 

本人確認
画像認識

を贈呈いたします。

文書管理ソフトウェア または

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について

2. サービス現場での知識収集と集約について
　（ビッグデータの活用）

独立行政法人産業技術総合研究所
サービス工学研究センター

研究センター長 持丸 正明 氏

ソフトバンクモバイル株式会社
営業第三統括　プロダクト統括部
プロダクト・プラットフォーム部

企画推進課
課長 西澤 久雄 氏

3. Non-PC 時代の
　企業内スマートデバイスの活用

株式会社ＮＴＴデータビジネスブレインズ
ビジネスソリューション事業部

パッケージグループ
シニアエキスパート 山瀬 賢太郎氏

4. これなら出来る、業務改善＆コスト削減！
事例で紹介、NTTデータグループの帳票ソリューション

セミナー参加をご希望の方は、お早めにお申込みください。



デモコーナー 入場自由

① 13:30～ 13:50
20min

② 14:00～ 15:00
60min

③ 15:10～ 15:40
30min

④ 15:50～ 16:30
40min

メディアドライブの最新技術動向について

サービス現場での知識収集と集約について

Non-PC 時代の企業内スマートデバイスの活用

（独）産業技術総合研究所
サービス工学研究センター

研究センター長
持丸 正明 氏

メディアドライブ㈱
代表取締役社長

松村 博

ソフトバンクモバイル㈱
営業第三統括　プロダクト統括部
プロダクト・プラットフォーム部

企画推進課　課長
西澤 久雄 氏

㈱ NTT データビジネスブレインズ
ビジネスソリューション事業部

パッケージグループ シニアエキスパート
山瀬 賢太郎 氏

－OCR、スマートデバイスによる従業員ログ収集と再活用－
（ビッグデータの活用）

これなら出来る、業務改善＆コスト削減！
事例で紹介、NTT データグループの帳票ソリューション

セミナースケジュール 予約制

パッケージソフト ゾーン

クラウド ゾーン

ソリューション ゾーン

スマートデバイス ゾーン

メディアドライブ㈱
FormOCR v.6.0
・FormOCRｖ.6.0 は自由手書き文字認識やドロップアウト帳票認識（オプション）が強化され、
　最新の OS 環境や新型の車検証にも対応しました。

NEW

メディアドライブ㈱
e.Document Sorter
・文字・罫線・バーコード情報の組み合わせによる帳票の自動分類機能を紹介。

㈱エヌジェーケー
簡単操作の中堅・中小企業向け BI ツール「DataNatureSmart」
新機能である簡易予測機能やアラートメール機能などを搭載したバージョンアップ
製品「DataNature Smart ver.2」をご紹介します。

NEW

㈱エヌジェーケー
スマート・デバイスで手軽にモバイル業務処理
スマート・デバイス（スマートフォン、タブレット端末、携帯電話）向けのアプリケーションを開発すること
なく、モバイル環境から基幹システムへのデータエントリー／データ照会処理を、短期間で低コストに構築す
るフレームワーク（MobileEntry）を紹介。

㈱ティケーユー
WINDEX-ProⅡ データエントリーシステム
Windows 環境下で安価に、且つ容易に、高度なイメージ入力システムを提供します。FormOCR と連携して、
複数のパソコンからの一斉訂正システムの構築も可能です。

㈱インターコム
FAX-OCR システム
FormOCR、イメージマネージャを使用した FAX-OCR システムのご紹介。
まいと～く FAXServer で受信した FAX 画像を OCR で自動認識し、複数のクライアントで確認・修正が可能。
FAX 受注業務のペーパーレス化・コスト削減・業務効率向上を実現します。

メディアドライブ㈱
スマートデバイスコーナー
・本人確認用 OCR 技術「免許証認識ライブラリ」および「保険証認識ライブラリ」の iOS 版の紹介。
　実際の免許証、保険証で認識結果を体感していただきます。
・e.Typist Mobile、もじかめ 、ScanClip、名刺管理アプリの紹介。

NEW

メディアドライブ㈱
自由手書き文字認識コーナー
・「枠なし自由手書き認識ライブラリ」の iOS 版の紹介
・ペン入力手書き認識ツールの紹介

NEW

メディアドライブ㈱
音声認識・検索、画像認識・検索、その他新技術コーナー
・「音声認識・検索」の最新技術ならびに「画像認識・検索」の最新技術を紹介。
・コマーシャル検出、ハミング検索、動画・静止画検索を紹介。

NEW

メディアドライブ㈱
WinReaderPRO v.14.0　      WinReaderOnline
・大量処理・電子書籍対応（論理構造解析）を強化した WinReaderPRO v.14.0 の紹介。
・活字文書 OCR ソフトウェアとして実績のある高精度な OCR エンジンを使用した OCR クラウドサービスの紹介。

NEW

メディアドライブ㈱
パッケージソフトウェアコーナー 
・新商品 文書管理ソフトウェア「DocDesk」の紹介
・e.Typist、やさしく PDF へ文字入力 PRO、やさしく家計簿の紹介
・はがき認識（日本語）の紹介

NEW

メディアドライブ㈱
名刺管理ソフトウェアコーナー
・名刺管理ソフトウェアの定番「やさしく名刺ファイリング PRO v.12.0」と新たにタブレット版の「やさしく
　名刺ファイリング Mobile for iPad        」の紹介。
・セキュリティ重視の企業向けサーバ版「名刺ファイリングサーバー v.5.0」の紹介。

NEW

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
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