メディアドライブ ソリューションフェア
2017 関西
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。
メディアドライブ株式会社は、平成 29 年 4 月 1 日より親会社である株式会社エヌジェーケー
に統合されましたが、事業は株式会社エヌジェーケーのメディアドライブ事業部として全て引
き継がれております。
恒例となっていました「メディアドライブソリューションフェア」を従来どおり開催いたします。
当社のコア技術である「文字認識：OCR」、「音声・画像認識技術」に加え新たなビジネス拡大
に期待されているＡＩ（人工知能）やＩＯＴに関する取組みをご覧いただきます。
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。

領収書
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セミナー内容

保険証

12 月 8

マイナンバーカード

（定員 60 名）

1. メディアドライブ最新技術動向

ウェアラブル
免許証 音声画像認識

本人確認
2017 年

AI

IoT

敬具

株式会社エヌジェーケー
メディアドライブ事業部
執行役員
事業部長 清野 和司

2.Salesforce AppExchange の活用について

株式会社セールスフォース・ドットコム
執行役員 アライアンス本部
AppExchange アライアンス部長
北原 祐司 氏

名刺管理

日（金） 11:00 ～ 17:30

ＴＫＰ大阪御堂筋カンファレンスセンター 8 階
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町 3-5-13 創建御堂筋ビル 8F
TEL 06-6233-7830（事務所直通）

参加費 無 料 （事前登録制）
当社ホームページ http://mediadrive.jp トピックス
「メディアドライブ ソリューションフェア 2017 関西」開催のご案内より
お申込みください。※フェア内容は変更となる場合がございます。

事前登録のうえご来場されたお客様には、

11/24 新発売

地下鉄御堂筋線 『淀屋橋駅』 ⑬番出口（徒歩 3 分）
地下鉄御堂筋線・中央線・四つ橋線 『本町駅』 ① 番出口（徒歩 4 分）

を贈呈いたします。
主催 : 株式会社エヌジェーケー メディアドライブ事業部
お問い合わせ

株式会社エヌジェーケー メディアドライブ事業部

事務局 須藤

電話 03-5541-9631

セミナースケジュール
1. メディアドライブの最新技術動向

株式会社エヌジェーケー 執行役員
メディアドライブ事業部 事業部長 清野 和司

予約制
13:30 ~ 14:00

2.Salesforce AppExchange の活用について
株式会社セールスフォース・ドットコム 執行役員 アライアンス本部
AppExchange アライアンス部長 北原 祐司 氏

展示 ・ デモコーナー

14:00 ~ 14:40

入場自由

●帳票 OCR 「FormOCR v.7.0」
文字枠の無いフリーピッチフィールドの認識が強化された FormOCRｖ.7.0 のご紹介
カメラ画像 /PDF ファイルの読み取り、色指定２値化など、新機能をご紹介

株式会社エヌジェーケー

●本人確認 OCR （免許証 ・ 保険証 ・ マイナンバーカード）
免許証 *、保険証、マイナンバーカードの読み取りを実際のデモを交えてご紹介
*2017 年 3 月 12 日に新設された準中型免許証に対応 New!

株式会社エヌジェーケー

●領収書 OCR ・ 契約書 OCR

New!
税制改正に伴う領収書の電子（スキャナ）保存による領収書管理のシステム構築を提案
契約書の文書構造解析により、契約者、契約条項、年月日などの自動タグ付けを実現（参考出展）

株式会社エヌジェーケー

●OCR ライブラリ アジア太平洋言語 （AP 言語）
日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語・マレー語・インドネシア語の活字文書 OCR
クラウド API にて提供開始のご紹介

株式会社エヌジェーケー

●名刺管理ソフトウェア New!
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.15.0」New!をご紹介
セキュリティ対策を重視した名刺管理ソフト「THE 名刺管理 On-Premises[ 仮称 ]」のご紹介（参考出展）

株式会社エヌジェーケー

●THE 名刺管理 Business[ 仮称 ] （参考出展） New!
Salesforce 専用のクラウド型名刺管理サービス「THE 名刺管理 Business[ 仮称 ]」のご紹介
* リアライズ社 DataMaster 連携（予定）

株式会社エヌジェーケー

●iOS/Android アプリ ・ＩＯＴ
名刺ファイリング CLOUD New!、とりかめ、もじかめ、e.Typist WorldOCR のご紹介
地上の詳細な環境情報を収集する陸送型 IoT 端末「ゴローン」のご紹介

株式会社エヌジェーケー

●AI （人工知能） New!
ディープラーニングを利用した文字認識、画像解析処理のご紹介
（活字＋手書き認識、レイアウト認識（名刺、領収書など）、画像検出）

株式会社エヌジェーケー

●音声 / 画像認識
オリジナル技術を利用した画像認識・検索 関連技術、オリジナル技術による音声処理ソフトのご紹介
音声認識技術の導入事例 導入先：長塚電話工業所 様（対面録音マイク）のご紹介

株式会社エヌジェーケー

●RPA ソリューション 「WinActor （ウィンアクター）」

NTT 研究所で産まれた純国産 RPA「WinActor」
。Excel、ブラウザ、個別の業務システム等、Windows 端末から
操作可能なあらゆるアプリケーションの操作を学習し、PC 操作の自動化を実現

株式会社エヌジェーケー

●DataNature Smart ver.4
誰もが、思いのまま、ストレスなく。
経営者や現場が抱えるデータ活用の課題解決を導入から運用まで低コストで実現できる BI ツールのご紹介

●イメージエントリーシステム 「EM2015OCR」
OCR をエントリシステム「EM シリーズ」に組み込み、原票からデータ出力まで、すべてワンストップで行う事がで
きます。UI にもこだわり、より簡易的で直感的な操作を実現。

株式会社エヌジェーケー

株式会社
ハツコーエレクトロニクス

●情報漏えい対策＋IT 資産管理 「MaLion/MaLionCloud」
「MaLion 5」は、情報漏洩対策から IT 資産管理まで、クライアント PC の運用管理を支援するソフトウェアです。
Windows・Mac 環境に対応し、60 種類を超える様々な機能を一式標準搭載。

株式会社インターコム

●FAX サーバーソフト 「まいと～く CenterHybrid」
「まいと～く CenterHybrid」は、FAX 機や複合機を使って “紙” でやり取りしている FAX 送受信をペーパーレス
化・電子化して、業務効率化とコスト削減を同時に実現する最大 8 回線対応の最新 FAX サーバーソフトです。

●HD 映像コミュニケーション＆ネットワークスキャナ
複数の現場がひとつにつながるビデオ会議、HD 映像コミュニケーションシステムのご紹介と実演デモ。
また業務の多様化に対応するスピードとネットワーク機能を搭載、高い読み取り品質を実現するスキャナのご紹介。

●図面 ・ 文書管理システム 「デジタルドルフィンズ」
製造業の現場で生まれた、とっても使いやすい図面・文書管理システムのご紹介。

株式会社インターコム

パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン株式会社

枚岡合金工具株式会社

