
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。
さて、恒例となりました「OCR ソリューションフェア」を本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、今話題のウェアラブルとＡＲ（拡張現実）技術の最新情報につい
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。
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。
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OCRソリューションフェア 2014 福岡

メディアドライブ株式会社
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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

12 52014 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 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 03-5541-9631　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 2014 福岡」開催のご案内よりお申込みください。

ウェアラブル
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. 名刺管理の課題と弊社での取り組み事例
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

ＩＴ本部 ＢＰＲ推進第一部
ＢＰＲ企画第一課 課長 岡井 庸浩 氏

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 事業企画グループ

課長代理 山本 恒夫 氏

3. 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
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デモコーナー 入場自由

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
・ソフトウェア開発者向けの高精度な音声認識システムと画像認識システムをご紹介します。
・店舗の通路や道路の交差点での動線抽出技術を紹介します。
・コマーシャル検出、ハミング検索、動画・静止画検索を紹介します。

アート企画
魂の書家　金澤翔子の書
ダウン症の天才書家
２０１５年３月２０日「世界ダウン症の日」ニューヨーク国連本部、世界各国の代表が集まる記念会議で翔子
さんが日本代表としてスピーチを行います。

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紹介
・ペン入力手書き認識ツールの紹介

メディアドライブ㈱
FormOCR v.6.5
FormOCR は、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、FormOCRｖ.6.5 としてまもな
く登場します。今回は一足早く紹介します。

メディアドライブ㈱
WinReaderPRO v.15.0　　・文書管理コーナー
・認識エンジンの性能強化とリジェクト性能向上とともに、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、WinreaderPROｖ.15.0 としてまもなく登場します。今回は一足早く紹介します。
・好評販売中の文書管理ソフトウェア「DocDesk」の紹介

㈱エヌジェーケー
BI ツール「DataNature Smart ver.2」、スマート・デバイスで手軽にモバイル業務処理
現場部門でも簡単に使える、エヌジェーケー社の中堅・中小企業向けBIツールのご紹介と、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）を紹介します。

メディアドライブ㈱
名刺管理コーナー・スマートフォンアプリコーナー
・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.13.0」は、これまで多くの企業に導入され
ており、好評をいただいております。今回はその中から一例を紹介します。
・セキュリティ重視の企業向けサーバー版「名刺ファインリングサーバー v.5.0」の紹介。

㈱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。
インターコム社のまいと～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。

NEW

㈱ティケーユー
データエントリーシステム「WINDEX-ProII」
FormOCR とティケーユー社 WINDEX-ProII データエントリーシステムの連携による、見易い訂正画面で低価
格な複数訂正システム を提供いたします。

NEW

メディアドライブ㈱
ウェアラブルアプリケーションコーナー
・スマートグラス（眼鏡型情報端末）を利用した文字認識のウェアラブルアプリケーションをご紹介します。
・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）

NEW

九州フィールド
エンジニアリングシステム㈱

雷害対策製品
落雷によって発生する異常高電流・高電圧から、ＩＴ機器（パソコン・通信機器・サーバー・一般家電製品等）
を防護するために、高機能な避雷装置を開発いたしました。これら装置のご紹介と、これまで取り組んできま
した施工事例等を写真パネル等でご紹介いたします。

NEW

㈱アイ・ティー・プロ九州
現場用可動式 IP 監視カメラ装置／インタラクティブサイネージ　
【IP 監視カメラ】UQWiMAX 使用した画像遠隔送信モデルと現場録画スタンドアロンモデル
【インタラクティブサイネージ】直観的に操作できるマルチタッチによるサイネージ

メディアドライブ㈱
本人確認用文字認識コーナー 　      
・本人確認用 OCR 技術「免許証認識ライブラリ」New および「保険証認識ライブラリ」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。

㈱ NTT データ
ビジネスブレインズ

電子帳票システム「Pandora-AX」 
NTT データビジネスブレインズ社の電子帳票システム「Pandora-AX」は、企業活動のコスト削減はもとより、
業務そのものの改善や効率化・大幅なセキュリティの向上を実現します。
ＯＣＲを活用・連携することにより、よりスピーディな受発注や伝票・帳票活用が実現できます。

NEW

㈱アセアン・
アビリティアイズ

簡単オリジナルスマホアプリ -misterPARK-
Ｗｅｂ上で簡単にクリックだけでオリジナルのスマートフォンアプリを作成！
低価格で、オススメ情報の配信からクーポン発行まで充実した機能を用意
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メディアドライブの最新技術動向について

名刺管理の課題と弊社での取り組み事例

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

㈱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

事業企画グループ
課長代理 山本 恒夫 氏

メディアドライブ㈱
代表取締役社長

松村 博

キヤノンマーケティングジャパン㈱
ＩＴ本部　ＢＰＲ推進第一部

ＢＰＲ企画第一課
課長  岡井 庸浩 氏
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