春の県央展示会２０１５

株式会社システムエース

ありがとうございます。今年、私たちはお客様へ感謝を伝えてまいります。
お客様に支えられて私たち株式会社システムエースは今年５０期を迎えました。
販売管理システム一筋５０年、蓄積されたノウハウを弊社の「販売管理
販売管理シリーズ
販売管理シリーズ」でこれから
シリーズ
もお客様へお届けしてまいります。是非この機会に最新版の「販売管理
販売管理シリーズ
販売管理シリーズ」をご自身で
シリーズ
ご確認ください。全シリーズの展示をいたします。
併せて、お客様のお仕事のお手伝いができる商品を各メーカー様にご協力をいただき展示いたします。実際
に使っていただける状態で展示いたしますし、説明員も待機していますのでご不明な点はその場でご質問い
ただけます。東京へ行かなくても最新の製品を見て、体験できる事を考えて準備いたします。
連休明けのお忙しい時期ではありますが、少しの時間でご覧いただけます。スタッフ一同感謝の気持ちで
お待ちしています。

日時：５月１４日（木）１０時～１７時

会場：県央ランドマーク 多目的ホール
忙しいあなたへ
「時間」をプレゼントする
販売管理システムＡｃｅ21

販売/仕入/在庫管理システム

Ace21

検索

集計

伝票控えをめくって探す
ファイルの山の保管スペース
検索スピードが遅い

業務終了後の作表作業
書式がバラバラな手作り帳票
見たい数字が出てこない

「一時間空いたら、あなたは何をしますか？」

特殊業務

業務の多様化が進み、⼤量のデータ処理を必要とする現代の企業にとって、データ⼊⼒
とその集計にかける時間はいくらあっても足りません。
そして、⽇々繰り返すそれらの作業には⼊⼒ミスや計算ミスなどのヒューマンエラーが
発⽣し、原因の追跡に更なる時間を要することになります・・・
⽇々の業務の中で“あたりまえ”になってしまい⾒落としがちな、毎⽇の「時間の無駄」・・・
ACE21は⽇々の⼊⼒・集計・検索、そして独⾃の業務までも幅広く効率化し、あなたの業務を次の
ステップへ導く販売管理システムがＡｃｅ２１です。

米穀業専用販売管理システム

食肉卸業・加工業向け業務支援システム

説明

実演

相談

災害大国日本！
災害大国日本！

説明

実演

相談

販売管理システム

ランチエース

食肉業は他業界の企業と比べて業務が特殊で、
一般に普及している市販のソフトウェアでは、
なかなか業務にマッチしません。その為、
ソフトメーカーにシステムを“オーダー”で
作ってもらい、結果として、（○百万・○千
万といった）非常に高価な買物になっている
ようです。コンピュータ業界の人間も、食肉
業を熟知しているとは限らず、出来上がった
システムも配慮不足・知識不足によって、満
足のいくシステムにならない場合もあります。
また、昨今の厳しい状況の中、
トレーサビリティへの対応等、
自社業務の新しい仕組み
作りや、他社との差別化
が求められています。

説明

Storage Ace
ストレージ エース

会計ソフト連携
オンライン取引
POSレジ連携
ハンディーターミナル

産業給食業向け

ライスエース

米穀業向けに開発された販売管理ソフトRice
Aceは、全国のお米を扱う全ての業者様にお
使いいただき、現在では全国約２３０社の導
入実績があります。
RiceAceには販売管理メニューのほかに、搗
精業務を入力する《搗精管理》があらかじめ
実装されており、これにより売上・仕入・在
庫といった米穀業の全ての業務をこのソフト
ひとつで管理することができます。
【こんなお悩みお持ちの企業様に・・・】
△パッケージソフトが業務にフィットしない。
△受払表の作成に手間がかかっている。
△トレーサビリティに不安がある。
△在庫の把握に時間がかかる。
△製品原価の把握が困難。

入力
日々繰り返される伝票入力
減らない単価違い・数量違い
客先単価の個別管理

実演

相談

給食業特有の得意先ごとに異なる弁当単価・
配達数量を詳細に管理できるシステムです。
日々変更注文のある配達数は配達コース別
にメンテナンスできるようになっており、
入力作業の手間が最小限に抑えられています。
業務に合わせてカスタマイズが可能なので、
配達表や納品書のレイアウト変更、独自の
弁当単価設定などにも柔軟に対応可能です。
蓄積したデータを基にした豊富な分析資料の
ラインナップも特徴の１つとなっております。
市販のソフトウェアでは業務に合わない、
オーダーシステムには
手が出ないとのお悩み
を抱えている方に
おすすめのシステムです。

説明

実演

相談

我が国は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、
地震、津波、火山噴火などによる災害が発生しやすい国土となっています。
当社はそういった自然災害やその他不測の事態に備え、お客様のデータを守るお手伝いをさせて
いただきます。
社内でバックアップデータを保存しているMOなどのメディアが、万が一破損・消失してしまったと
きでも、お客様の会社から離れた場所にデータをバックアップすることで、会社の大切なデータが守
られます。

http://www.system-ace.co.jp
システムエースのホームページ
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ご予約票
ケーブルマーキング

株式会社システムエース

受付チェック
(弊社記入)
弊社記入)

FAX：０２５６－３５－３５０６
FAX：０２５６－３５－３５０６

パッチパネル表示ラベル

※予約がなくてもご来場いただけますが、事前にご連絡いただければ優先的にご案内致します。

［貴社名］
貴社名］

［電話番号］
電話番号］

［ご来場予定時刻］
来場予定時刻］

［お名前］
名前］

他

名様

協賛企業様の展示商品
“数字”が⾒える、次の⼀⼿が打てる・・・

TV会議をもっと簡単に・・・

テレビ会議
テレビ会議システム
会議システム
RICOH Unified Communication System
少人数向けポータブル型専用端末 P3000
安くて簡単にできるＴＶ会議
「ユニファイドコミュニケーションシステ
ム」
◎安い費用でTV会議が出来る！
◎今までかかっていた経費の⼤幅ダウン！
・Appsがあればスマホやタブレットでも
TV会議が可能です。
インターネット

営業所

パソコンで

外出先

タブレットで

本社

専用端末で

説明

実演

相談

スキャンカット（
スキャンカット（ScanNCｕ
ScanNCｕt）
ステッカーやアイロンシートはもちろん、
ステッカーやアイロンシートはもちろん、紙や布
がカットできる！
がカットできる！※メーカーの指定
メーカーの指定があります
指定があります。
があります。
手書きの
手書きの紙
きの紙もスキャンしてかんたんにカットデー
タを作成
タを作成できます
作成できます。
できます。

illustratorで作った
データを使
データを使ってカットOK
ってカットOK
カッティングプロッター
ビジネスのスピードアップや価値創造にデータ分
析は欠かせません。企画、開発、製造、販売など、
あらゆる業務で膨大なデータが生まれており、必
要とするデータを素早く把握し行動に移すことが、
成功の鍵となります。そのデータの多くは“数
字”です。
経営者や部門マネージャーから、現場の社員まで、
誰もが即座に事業や業務を取り巻く“数字”を理
解し、スピーディな状況把握から次の一手につな
げられるBI。それがDr.Sum EAです。
常にお客様の声に耳を傾け、進化を続けてきた
「Dr.Sum EA」が、企業の情報基盤を変革します。

説明

実演

相談

スマートグラスで広
スマートグラスで広がる世界
がる世界

ウェアラブルディスプレイ
メガネのようにかけるだけで、目の前に大画
面が現われる、両眼タイプのシースルー
ビューアー、「モベリオ」。
ヘッドセット部がわずか88グラムと、さらに
小型、軽量になって新登場です。

早さと使いやすさを極めた
｢Dr.Sum EA Ver4.1 ｣新登場！
説明

バーコードだけじゃない・・・

文字認識ハンディターミナル
文字認識ハンディターミナル

実演

擦れ比較実験

インターネット上にＴＶ会議サーバーがある
ので、本体とモニタ、インターネット環境が
あればどこでもＴＶ会議ができます！
（※別途接続費用がかかります。）

BI(ビジネスインテリジェント
BI(ビジネスインテリジェント）
ビジネスインテリジェント）ツール

紙や布を簡単に
簡単に切り抜いてくれる・・・

相談

説明

実演

ウェアラブルが現場を変える・・・

ウェアラブルハンディターミナル
ハンディターミナルを超える運用の効率化と安全性の飛躍的な向上

文字認識をより
文字認識をより安定運用
をより安定運用させる
安定運用させる為
させる為のフォーマット登録機能
のフォーマット登録機能
自由フォントで
自由フォントで高速
フォントで高速＆
高速＆高精度文字認識を
高精度文字認識を実現
日付読み
日付読み取り＆入出力設定機能
読み取り安定度を知らせてくれるアラート機能搭載

説明

実演

相談

ハンディターミナルを利用したシステムのステップアップ

☑効率性：無駄な動作を削減 ☑安全性：破損や故障を削減
☑連携性：豊富なI/Fを搭載
☑汎用性：WEBブラウザ搭載
市場ニーズに的確に応えるとともに、将来を見据えた
一歩先行くアイデア
を1台に凝縮
相談
説明
実演

会場：県央ランドマーク 多目的ホール住所：燕市南7-17-9-1
日付：2015年5月14日(木)
TEL： 0256-66-3450
時間：AM10:00～PM5:00
URL：http://www.kenohlm.com/
共催：ダイワボウ情報システム㈱ リコージャパン㈱ ウイングアーク1ST㈱
ブラザー販売㈱ ㈱ウェルキャット ㈱キーエンス 順不同

主催：
〒955955-0092 新潟県三条市須頃２
新潟県三条市須頃２丁目１０６
丁目１０６番地
１０６番地
TEL：
：0256TEL
0256-3535-5431 FAX：
FAX：02560256-3535-3506
E-MAIL info@systeminfo@system-ace.co.jp
URL http://www.systemhttp://www.system-ace.co.jp

