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設備業ソリューション 汎用CADソリューション

製造業ソリューション

設備業IT推進活動

ナカシマグループ
システム構築事例

モバイルソリューション

文教ソリューション

ビジネスマッチングサイト

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

開発事例のご紹介
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あらゆる業種業務に対応する
最適なソリューションを提供します。

業務系ソリューション

RFIDソリューション

医療ソリューション

救急隊が携帯端末で患者情報を入力すると、
その症状に適した病院が表示されるシステ
ムです。

救急隊が携帯端末で患者情報を入力すると、
その症状に適した病院が表示されるシステ
ムです。

高等学校向け学校管理システム

専用サイト：設備経革広場

http://www.setsubi-it.jp
セミナー情報や各種サービスを掲載

会員登録数：

628組合、3５,043社 2014年 8月現在

後援：
全国中小企業団体中央会
全日本電気工事業工業組合連合会
全国管工事業協同組合連合会
社団法人全国建設産業団体連合会
社団法人日本電設工業協会

受注から出荷までの一括管理を実現
製品のトレーサビリティ、手術道具
の貸出及び在庫管理

術前計画システムの構築
患者レントゲン写真と人工関節３Ｄ
データを使用した手術計画を実現

ナカシマプロペラ株式会社

船舶用プロペラ

工場の見える化を実現
製造リードタイム、進捗状況の
把握、製造原価の把握

基幹業務の統合
経営情報管理(GLOVIA/SUMMIT)

大規模流体解析システムの構築
プロペラの伴流中キャビテーション
シミュレーションを実現
(8コア・サーバ×32台)

ナカシマメディカル株式会社

人工関節

積算見積システム

提供元： 石田データサービス株式会社

工事原価管理システム

提供元： 石田データサービス株式会社

給排水申請用ＣＡＤシステム

上水道管工事用ＣＡＤシステム

電気設備設計用ＣＡＤシステム

設備業向け拾い出しシステム

汎用２次元ＣＡＤシステム

統合生産管理システム

提供元： 富士通株式会社

機械系２次元３次元ＣＡＤシステム

ICAD/ MechanicalPROSX
提供元： 富士通株式会社

３次元ＣＡＤ/ＣＡＭ/ＣＡＥシステム

提供元： 富士通株式会社

IT活用による経営革新や電子納品等の業務効率化につながる
体験セミナーを全国各地で開催し、設備業の方々のIT活用を
支援しています。

【 特 長 】
・学籍/成績/進路等の様々な

データの一元管理が可能

・在学中の成績・進学や活動

状況を容易に検索可能

・指導要録などの帳票が簡単

に作成可能

・学校独自の処理にも柔軟に

カスタマイズ可能
管理データから偏差値表や成績
表など各種帳票印刷可能

ファイル管理システム

文書管理はもちろん、図面や写真など多種多様なファイルの一元管理
に威力を発揮するWeb対応のファイル管理システムです。

【 用 途 】・技術資料管理・契約書管理・図面管理 など

・販売管理システム

・在庫管理システム

・見積り管理システム

・売上管理システム

・貸出管理システム

・資産管理システム

・倉庫業務支援システム

・入退室管理システム など

ACCESSリニューアルサービス

・工事工程管理システム

・遊技場機器管理システム

・浄化槽保守点検システム

・体力測定管理システム

・人材派遣管理システム

・タクシー運転日報管理システム

・お弁当屋さん向け顧客管理システム

・バス定期券発行システム など

業務系システム

・ネオン電球自動作図システム

・床暖房パネル割付システム

・アルミサッシ加工指示書作成システム

・住宅基礎鉄筋ユニットシステム

・水道設備設計/拾い/積算連動システム

・水道局向け土工図自動作図システム

・CAD使用頻度ログ集計システム

・作業員配置管理システム など

CADカスタマイズ

ラスタベクタ変換システム

企業間グループウェア

グループメンバー同士のコミュニケーション向上、情報共有化を促進
させ、グループ活動の効率改善を実現する情報共有システムです。

【 用 途 】・組合向け出欠管理 ・店舗レイアウト管理 など

業務アプリ作成データベース支援ツール

専用ソフトも必要なく、Webブラウザだけでデータベースを構築、閲
覧、登録を行うことができるお手軽Webデータベースツールです。

【 用 途 】・クレーム情報管理 ・人材管理シート など

ＰＤＦ図面ＣＡＤ変換システム
Ⓡ

CADから直接作成された、線や文字情報を保持したPDF
を読み込み、瞬時にCADデータに変換できるシステムです。

紙図面をスキャンし作成された、画像で構成されたPDF
やTIFFデータを、CADデータに変換できるシステムです。

イスラエルと日本企業のビジネスマッチングサイト

IBC現地コーディネータ
モシェ フェルドマン

⑦ 各店舗の報告
を自動集計

店舗・売場

サーバー

① 指示登録
③ 指示メールを受信

データセンタ本 部

旬の野菜フェアに向けた陳列を
下記のように徹底して下さい.

② 対象者へ指示
を一斉送信

指示
実施

A店舗
指示内容
旬の野菜フェアに向けた
陳列を下記のように徹い.

④ 指示実施

⑥ 送信

陳列サンプル

報告内容
旬の野菜フェア向け
の陳列を完了いたし
ました。

結果写真

⑤ 報告メール作成

⑧ 指示実施状況
を一覧確認

総合設備ＣＡＤシステム

提供元： 株式会社富士通四国システムズ

ソーラーシステム提案
業務支援サービス

提供元：ソーラー・エナジー・ソリューションズ株式会社

岡山経革広場推進協議会
マイクロソフト株式会社
会計人ＩＴＣによる全国ＩＴ推進研究会
NPO法人 高度情報通信推進協議会

大手・中堅設備工事店向け総業業務管理システム

顧客･物件情報管理システム

顧客情報だけでなく、工事・機器・対応履歴など様々な情報を一元
管理できる顧客・物件情報管理システムです。

Ⓡ

【 用 途 】

・顧客基本情報管理

・工事物件管理

・内装会社現場管理

・浄化槽点検管理

・作業員管理 など

提供元： 株式会社シーエスエー

積算見積システム 原価管理システム

提供元： 株式会社シーエスエー

経営者や営業管理職の方がリアルタイムな売上情報を一目で把握するこ
とを可能にした営業情報管理システムです。

【 用 途 】

・営業報告作成
・継続商談管理
・週報・月報作成支援
・商談プロセス管理
・未訪問顧客リスト出力

強い営業を創る！営業支援システム
Ⓡ

・実績グラフ出力
・案件推移管理
・重点顧客実績推移
・顧客管理 など

入退場者の
画像も管理

タグ付きのヘルメットを着用してゲートを通過するだ
けで、入退場管理ができるシステムです。

RFタグを埋め込んだ
ヘルメットを着用

現場作業員入退場管理システム

ゲートを通過
するだけ

IBC（Israeli Business Community)は、日本企業とイスラエル企業
のビジネス交流を促進するためのビジネスマッチングサイトです。

【 特 長 】

スマートフォン
スマートフォンを活用した営業報告や情報
共有をスピードUP

クラウド運用
クラウド型の運用でサーバーメンテナンス
業務やコストを削減

カスタマイズ 様々な業種で活用できる、

業種別テンプレートを用意

質問型営業を実践する際に最適なアンケートシステムです。簡単な操作
でパソコン・スマートフォン・タブレット端末の画面サイズに最適化さ
れたWebアンケートの作成が行えます。

誰でも簡単にアンケートを作成できる

商談レポート作成機能付スケジューラーツール

iPhone ／ iPad ※iOS 7 以降が必要
Android ※4.x 以降が必要、⼀部未対応端末あり

・App Storeから無料アプリとしてダウンロード可能
・GoogleｶﾚﾝﾀﾞｰやExchangeと同期可能
・報告をメール送信・Evernote登録・CSV出⼒可能
・選択形式で簡単に商談レポートを作成可能
・⼿書きメモ＆⾳声メモで⼊⼒の⼿間を軽減

スマートフォンで使える、簡単便利な営業報告作成機能付スケジューラー
ツールです。報告はメール送信やCSV書き出しができ、NICE営業物語や
EVERNOTEとの連携も可能です。

サイボウズ社が提供するクラウドサービス「kintone」を基盤に構築した、
営業情報の管理や活用ができる営業情報共有ツールです。外出先から商談
レポートの作成や顧客情報の確認ができ、社内に戻って作業するなどの工
数を削減できます。

チームの営業力向上！営業情報共有ツール

名刺管理顧客管理

営業報告 案件管理

救急医療管制支援システム

救急隊が携帯端末で患者情報を入力すると、その症状に適した病院が
表示され、受け入れ要請が行えるシステムです。

症状をタッチ⼊⼒
し、現場から本部
に送信。適した病
院を近い順に表⽰

【 対応端末 】

on

製薬会社向け・調剤管理システム

調剤を投与した患者情報を管理し、追跡を可能にするシステムです。

消 防 本 部

別の患者
対応中

病床に
空きなし

受⼊可能

本部から店舗への指示実施状況を画像で簡単・手間無く報告・確認できる、
本部の指示を徹底させる仕組みです。

店舗の徹底度を上げる仕組み

【 特 長】

【 特 長 】
・複数の端末をネットワークでつ

なぎ、リアルタイムで学習結果

を共有可能

・ウォーミングアップの実施で、

事前説明なくドリルが可能

・紙のドリルが苦手な児童でも、

ゲーム感覚で楽しく学習可能

・オフラインでも利用可能

・個人の習熟度に合わせた活用

が可能

ゲーム感覚で楽しく学習できる、タブレッ
ト端末を用いたドリルシステムです。

提供元： FLENS株式会社

製 薬 会 社

システム
サーバー

・患者への調剤投与状況
・医師別使用可能薬剤管理


