スペシャルトーク

岩田産業グループホールディングス
代表取締役会長兼CEO

1971 年、 飲食業向け食材卸の岩田産業株式会社を創業し、 その後岩田酒販株式会
社、 イワタフーズ株式会社を分社し、 専門性を発揮するグループ企業へと成長。
1990 年には、 CM でもお馴染みの 「ピザクック」 の運営を株式会社イワタダイナー
スにて開始しました。
地域に密着した事業展開を目指し、 九州、 山口経済圏の中で確たる地位を築くため、
社是の 『信・楽・喜』 を人に接する原点とし、正しく誠実であることをモットーに、グルー
プ企業各社共に九州山口経済圏の事業ネットワークの構築を目指しています。

昭和 22 年︓福岡県生まれ。 大分県立中津南高等学校卒業
昭和 43 年︓車 1 台の行商から始め、 46 年兄隆利と合流、 岩田商店を創業
昭和 50 年︓岩田産業（株）設立と同時に取締役就任。 その後、 岩田産業（株）、 イワタフーズ（株）、
（株）イワタダイナース、 岩田酒販（株）代表取締役社長を歴任
平成 28 年︓岩田産業（株）代表取締役会長就任
平成 28 年︓持株会社設立、 代表取締役会長兼社長就任。 現職は会長兼 CEO 、 現在に至る
平成 30 年︓第 45 回 「経営者賞受賞」 公益財団法人経営者顕彰財団選定
平成 31 年︓第 52 回 「日本食品産業功労賞受賞」 日本食糧新聞社主催、 農林水産省後援

TEL：092-452-1108

［主 催］ユーオス・グループ九州支部
［共 催］九州地区ノーツパートナー会、 ビジネス・アライアンス・コンソーシアム（BAC）、
九州地区愛徳会、 コンテナ共創センター
［特別協力］日本アイ・ビー・エム株式会社
Mail： uos9fair11@uos.gr.jp

セッション A 会場

10 階

ブース番号
Business App

アクロニス ・ ジャパン株式会社
電子帳簿保存法 ・ インボイス制度を始
めるなら今︕経理業務１ＵＰセミナー

セッション B 会場

ランサムウェア被害の最新事情と防御方法
～クラウドで実現するサイバーレジリエンス～

10 階
BI/BA Workfrow

Cloud Service
九州地区愛徳会

観光を “遊ぶ︕” ・ “創る︕” ・ “共有す IBMi 対応︕異種 DB へのデータ連携
る︕” e-Journey のご紹介
で業務データを活用︕

セッション C 会場

9階
13:00 ～14:30
Development Tool

AI/Business App

セッション D 会場

9階
D-2

D-1

RPA

D-3

Business App

D-4

AI/Business App

D-5

AI/Business App

日本アイ ・ ビー ・ エム株式会社
5250 画面操作の自動化にも対応した
RPA︓AutoMate

DX に最適︕ ISMAP 登録済︕
『さくらのクラウド』 のご紹介

「ISDN」 終了まであと 1 年︕間近に迫
る 2024 年問題への対応

AI/Business App

AI/Business App

10 階展示会場
ミニプレゼン
体験コーナーあり！

出展企業名

タイトル

受
付

01
02 株式会社ソルパック DX Promotion DX 推進のカギはデータ連携
ローコードモバイル開発 HCL
03 九州地区ノーツパートナー会DX Promotion Domino Volt MX
データが繋がる︕業務プロセスのデジ
04 ビジネス・アライアンス・コンソーシアム
（BAC）
DX Promotion タル化ソリューション
Web Service クラウド
05 株式会社インフォセンス Cloud Service Amazon
導入支援のご紹介
登録済︕国産 IaaS 「さく
らのクラウド」 のご紹介
06 さくらインターネット株式会社Cloud Service ISMAP
IBMi などのオンプレ ・ データベースか
らクラウドのデータベースへの連携
07 株式会社クライム
Cloud Service
AS/400 から、 クラウドの
08 株式会社オムニサイエンス Cloud Service オンプレの
PVS へ︕
最新 XR 技術で実現する業務改善
09 株式会社エクシーズ
VR/MR
ション事例６選︕
10 株式会社オーイーシー AI/Business App 各業界をリードする先進ＤＸソリュー
物流業界の 2024 年問題を物流
DX でご支援いたします。
11 株式会社セゲル
AI/Business App
“探す “をなくす AI-Q
12 木村情報技術株式会社AI/Business App
ノーコート開発ツール 「Platio」 その
他ソリューションのご紹介
13 株式会社elseif
AI/Business App
電帳法 ・ インボイス対応済の業種
14 アステム株式会社
Business App 別販売管理 PK 「ふくろう販売」
バックオフィス業務の DX 化を支援す
15 株式会社オービックビジネスコンサルタント
Business App る 「奉行クラウド DX Suite」
プロジェクト毎の原価を見える化
16 株式会社福岡情報ビジネスセンター
Business App Web 日報システム Power-Report
観光を “遊ぶ︕” ・ “創る︕” ・ “共
有する︕” e-Journey( イー・ジャー
17 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ
Business App ニー仮称 ) のご紹介
サッと解決、 リンクフォ
18 株式会社メディアシステム Business App パッとつながる、
ン
電帳法に沿った柔軟なシステム運用
19 株式会社イノス
Business App を支援する 『eValue V』
「ISDN」 終了まであと 1 年︕間近
20 株式会社アグレックス Business App に迫る 2024 年問題への対応
i をクラウドやアプリと連携して今
すぐ DX 実践︕
21 株式会社フェアディンカム Business App IBM
『IT サービスで企業の成長を継続的
に支援する』 楽楽ファミリー
22 株式会社ラクス
Business App
5250 画面操作の自動化にも対応
23 三和コムテック株式会社
RPA した RPA︓AutoMate
BI ツールをご紹介します︕
24 株式会社クロスユーアイエスBI/BA Workﬂow テレワークに最適なワークフローや、
対応︕異種 DB 間のリアルタ
イムレプリケーション実現︕
25 株式会社ヴィンクス BI/BA Workﬂow IBMi
EDR＋マネージドサービスが一体化
した国産 EDR サービス 「KeepEye」
26 ベル・データ株式会社
Security
最新の脅威に負けないエンドポイント
セキュリティ対策とは
27 システージ株式会社
Security
『Fileforce』
のご紹介
28 システージ株式会社 Cloud Service クラウドファイルサーバ
【LANSA】 のご紹介
29 株式会社ランサ・ジャパンDevelopment Tool ローコード開発プラットフォーム
電帳法 ・ DX 支援ツール
UT/400 ・ SS/TOOL のご紹介
30 株式会社アイエステクノポート
Development Tool
モダナイズソリューション
「X-Analysis」 のご紹介
31 株式会社第一コンピュータリソース
Development Tool
RPA×EAI で実現する業務効率化
32 キーウェア九州株式会社Development Tool のご紹介
チャットツール” Mattermost” を利
NEXTシステムズ株式会社
DX Promotion 用して DX の促進へ

概要説明
DX 促進にはコミュニケーションのデジタル化が必要不可欠です。 Mattermost は OSS なので、 ご要望に合わせたカスタマ
イズや構築が可能です。 今回は”DX 促進”をキーワードに、Mattermost の特徴を導入事例も踏まえながらご紹介します。
DX 推進によって、 予測される様々なシステム ・ サービスが乱立。 それらのデータ連携の検討を見落としていませんか︖
あらゆるシステム ・ サービスを制限なく繋ぐことができる GoAnywhere をご紹介します。
自社ユニークな業務の内製開発や実績あるアプリでの DX 推進の先進事例をご紹介します。
HCL Nomad で実現した Notes/Domino 既存アプリの Web ・ モバイル対応、 Volt MX で IoT 連携した会議室や各
階トイレの効率メンテなど事例をご紹介します。
販売管理、 在庫管理、 生産管理をシステム化し、 各データ自動で連携することで業務効率の向上を図ります。 更にデー
タを見える化することでマネジメントに必要な情報を簡単に手に入れられるようにします。
AWS 認定パートナーとして、 導入に向けた各種支援メニューについて事例を交えてご紹介いたします。
・ 導入サービス ・ 移行サービス ・ 運用保守サービス
各企業が DX 推進に奔走する昨今、 その基盤となるサーバやネットワークは非常に重要な位置を占めます。 『さくらのクラウ
ド』 は話題の 「ISMAP」 にも登録されている国産 IaaS。 その特徴と利点をご紹介します。
異種データベース ・ レプリケーション ・ ツール 「Syniti Replicate」 によるオンプレでの Db2 などの汎用データベースから
AWS, Azure などのクラウド ・ データベースへのリアルタイムなレプリケーションの紹介。
オンプレと同等スペックでコスト比較していませんか︖
「PVS One」 は、 IBM 純正のパブリッククラウド IBM Power Virtual Server への IBM i ワークロードコスト最適化、
移行支援、 構築 ・ 運用監視から請求代行まで総合的に支援します。
MicrosoftHoloLens2 を活用した設備点検ソリューションと Dynamics365 の導入支援のご紹介
環境／医療／観光施設など、 それぞれの業界で稼働している最先端のデジタル技術を活用した６つのＤＸソリューションを
ご紹介します 。
『テリトリープランナー』＆『ロードネット』 で物流拠点配置を最適化し日次配車計画を自動化します。 『グリーンマイルライブ
＆ドライバー』 で車両の動態を管理して実績データを収集し KPI 管理プロセスを構築します。
AI-Q（アイキュー）とは IBM Watson 日本語版を活用した自然な対話による国内初の社内問合せシステムです。
探す時間 ・ 問合せに費やされる時間を大幅に軽減し、 業務効率化出来るソリューションについてデモを交えご紹介します。
Platio は簡単に業務に合ったモバイルアプリをノーコードで作成できるサービスです。 業務に合ったアプリをスピーディーに活用
することで、 現場業務のデジタル化と人手に頼っていた業務の効率化を実現します。
カスタマイズ可能な販売管理システム 「ふくろう販売」 は、JIIMA 認証・インボイス・IT 導入補助金ツールと DX 支援可能、
さらに AI 需要予測や市販会計 ・ BtoB ・ FB 等の連動 OP 処理で、 生産性向上に貢献。
「ヒト ・ モノ ・ カネの業務データをつなげ」 て、 「業務と経営判断を高度化するベストプラクティスを提供」 し、 「法 ・ 制度
改正や環境変化に継続対応できる DX 基盤を構築」 する奉行クラウド DX Suite をご紹介。
・ 会社に戻らないと日報を提出できない… ・ 報告データが蓄積されておらず活用できない… そのような課題を
Power-Report が解決します︕ ✓場所を選ばず日次報告 ✓稼働原価を集計し見える化
日報業務とプロジェクト管理を支援します。
“ありきたりな観光ルートばかりで観光がマンネリ化している” “地元の本当の魅力を広く知ってほしい” このようなお悩みあり
ませんか︖ e-Journey( 仮称 ) は観光を創り、 それを多くの方が自由に楽しめるアプリです。
電話のメリットを活かし、 電話ができなかったことを可能にする、 新しい電話のサービスです。 音声契約がなくても通話可能、
通話とテレビ電話の切り替え、 受信料の削減など、 新たなコミュニケーションをご紹介します。
eValue V は JIIMA 認証制度の｢電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証｣、｢電子帳簿ソフト法的要件認証｣を受けた
ソフトウェアです。 電帳法に基づくスキャナ保存、 帳簿保存の電子化をご検討されているお客様をご支援します。
2024 年 INS ネットディジタル通信モード終了まで残すところ 1 年余り、 次世代 EDI への移行は 「待ったなし」 となってき
ました。 最適な次世代 EDI への移行方法をご案内いたします。
IBMi システムの可視化と操作性を素早く改善し、 話題のクラウドサービスやアプリ連携して業務改善する手法や、 帳票の
電子化と配信、 電帳法対応など事例をご紹介します。
課題解決やビジネスの成長をクラウドサービスで支援します。 電子帳簿保存法 ・ インボイス制度対応。
■交通費 ・ 経費精算システム 「楽楽精算」■電子請求書発行システム 「楽楽明細」■販売管理システム 「楽楽販売」
Excel や Web 業務の自動化で便利な RPA は通常 5250 画面の操作が苦手。 しかし AutoMate は容易に安定稼働
する自動化を実現します。 さらに IBMi 環境でも昨今話題のランサムウェア対策の新製品もご紹介。
物理的なはんこ捺印が電子化できるクラウド型ワークフローサービス 「WebNESTEE STAMP」 と、 簡単操作 ・ 最適なコ
ストで導入できる BI ツール 「Data Knowledge」 をご紹介いたします。
文字コードを意識せずにレガシーシステムのデータを他システムへ連携し、 データ活用を実現します。
さらに DB のレイアウトを自動変換し複製先のテーブルを作成することができます。
KeepEye サービスは、 EDR ツールと監視サービス / 運用サポートを一体化したサービスです。
セキュリティの専門知識がなくても、 高度なマルウェア対策が実現可能。
進化しやって来るマルウェアなどの脅威に対抗できるソリューションとして AI 技術を駆使した Acronis Cyber Protect
Cloud で皆さんのデータをお守りする方法をご紹介致します。
既存のファイルサーバと同様に中央集中型の管理 ・ 運用が可能で、 コストを抑えながらセキュアかつ全社で統一して
利用できるクラウドファイルサーバをご紹介させて頂きます。
LANSA は 35 年の実績があるローコード開発プラットフォームのブランド名です。
LANSA アプリケーションは IBMi,Windows およびクラウド環境で稼働させることができ、 お客様の DX を加速します。
電子帳簿保存法、 インボイス制度対応に有効な 「UT/400 ファミリー」 の他、 DX 推進の第一歩を支援する S/W 資
産管理 ・ 開発支援ソリューションを出展致します。
「X-Analysis」 は、 IBMi のアプリケーション資産から設計情報を解析し、 ブラックボックス化されたシステムを可視化 ・ 文
書化する事で、 スムーズにシステム改変 ・ 再構築ができるソリューションです。
RPA ・ EAI といった 「内製化」 と 「自動化」 に有効なツールを分かりやすくご紹介するとともに、 スモールスタートから全社
展開まで幅広いニーズにお応えします。

