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ଐஜἸἝἉἋẆỶἚὊỿ ἋἽỾᘍỉἅἱἝἷἃὊἉἹὅἋἬὊἋẐᶂᵋᶊᵿᶀᶍẑỆề
சஹỉ˟ᜭửૅảỦʴჷᏡἉἋἘἲ২ᘐỉޒᅆửڼ

ᵕஉ

ɤʟ˰ӐෙɥἩἻỶἰἼὊဃԡ̬ᨖỉૼẺễấܲẰộࣖݣἉἋἘἲầᆙڼ

ᵖஉ

್ාࠊẆ್ා̮ဇࡉẆଐஜἸἝἉἋ μИẆ૾עπσ˳ׇể؏עᗡೞ᧙ểỉ
ңỆợỦ ỼὊἩὅἙὊἑửМဇẲẺࣱ҄؏עἩἿἊỹἁἚỉܱᚰ᬴ܱửڼ

ᵗஉ

ഏɭˊỼὊἩὅѥܭኒẐᵠᵿᶌᶉᵴᶇᶑᶇᶍᶌ㔊ẑỉМဇᘍӼẬ ἰỶἜὅἢὊСࡇࣖݣೞᏡửႆ

ᵏᵎஉ

ʋ߸ἧỵἜὅἉἵἽἂἽὊἩỉኺփወӳỉɟểẲềẆ ᏄࢸᘍẆᰦδᘍẦỤ
ࠊئኒἉἋἘἲửӖද

 মঘॽ३५ઙૄভ

ᵆᆅဦᵇ

ʙಅἚἦἕἁἋ
ᗡЎ

ॹ४ॱঝॖঀঋش३ঙথ
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؏עᗡೞ᧙ỉૼẺễἥἊἋἩἻἕἚἧỻὊἲửоỦ
Next U’s Vision ® ἩἿἊỹἁἚ ửਖ਼ᡶɶ
ἅὅἍἩἚỊẆẐᅈ˟ểếễầụẆऴإửᨼỜềẆἥἊἋửоᡯẲẆᧈửૅảỦἥἊἋἩἻἕἚἧỻὊἲồẑ
EV䝇䝍䞁䝗

䝇䝬䞊䝖
䝍䜽䝅䞊

䝇䝬䞊䝖
䜾䝸䝑䝗

ᅈ˟Ὁؾ

CO2
ฟᶒྲྀᘬ

HEMS
BEMS
AR

CO2䜸䝣䝉䝑䝖

ඹ㏻
䝫䜲䞁䝖

䝇䝬䞊䝖䝅䝔䜱

᪂ᗑ⯒ᡓ␎

ḟୡ௦䜶䝛䝹䜼䞊

ᗡೞ᧙ỉ
ૼẺễἥἊἋἩἻἕἚἧỻὊἲ

␗ᴗ✀㐃ᦠ

ITငử
̬ஊẦỤМဇồ

ẰỤỆഥộỤễẟ
ἢὅỿὅἂἉἋἘἲ

䜽䝷䜴䝗
䜽䝷䜴䝗

ỺὅἑὊἩἻỶἌ
DWHỉನሰ

ἰἽἓἓἵἽ/
ἙἢỶἋἧἼὊ

ѥܭኒἉἋἘἲ

BRMS
ື⏬䞉⏬ീศᯒ

䝖䝢䝑䜽ศᯒ

ဃငࣱểܱᘍјྙ
ỉӼɥ

In-Databaseศᯒ

IOT

GCMS

ඹ䝡䝆䝛䝇

Agile㛤Ⓨ

EBM

MCIF

CRM

BI

˖ಅ

䝉䞁䝃䞊

䝸䜰䝹䝍䜲䝮䝕䞊䝍

㉸㧗㏿NW
M2M

䝔䜽䝜䝻䝆䞊

䜴䜵䜰䝷䝤䝹
䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊
䝇䝬䝩
䝍䝤䝺䝑䝖

GPS䚸IMES

䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰

䝡䝑䜾䝕䞊䝍
䝕䜱䞊䝥䝕䞊䝍

䝡䝑䜾䝕䞊䝍
ᕧ䝇䝖䝺䞊䝆

NFC

䝸䜰䝹䝍䜲䝮ศᯒ

䝉䞁䝏䝯䞁䝖ศᯒ

ᾏእ㐍ฟ

ᾏእ㐍ฟᨭ

BMI

䝡䝆䝛䝇䞉䜶䝁䝅䝇䝔䝮

䝇䝬䞊䝖TV
SNS

䝻䝪䝑䝖

ື⏬㓄ಙ䝃䜲䝖
ඹ᭷䝃䜲䝖

KINECT®

̾ʴ
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ഏɭˊỼὊἩὅѥܭኒἉἋἘἲẐᵠᵿᶌᶉᵴᶇᶑᶇᶍᶌ㔊ẑửɶఋểẲẺ
ૼؕ࠴ኒἉἋἘἲầ ҅וᘍỂᆙڼ
ɭမИẆᵵᶇᶌᶂᶍᶕᶑ㔊ἫὊἋỉἧἽἢὅỿὅἂἉἋἘἲẐᵠᵿᶌᶉᵴᶇᶑᶇᶍᶌẑỊẆ૾עᘍỆấẬỦ
ؕ࠴ኒỼὊἩὅἉἋἘἲểẲềϋᵧᵲἫὅἒὊἚἕἩỉᵏᵎᘍỂဇẇᵗᘍỂܭܤᆙɶ

ᵐᵎᵎᵕ࠰ᵓஉ ଐஜኺฎૼᎥਫ਼᠍
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Ṟ ႊʞᘍ

ᵐᵎᵎᵕ࠰ᵓஉ

ṟ җοᘍ

ᵐᵎᵎᵗ࠰ᵏஉ

Ṡ ሇᢰᘍ

ᵐᵎᵏᵎ࠰ᵏஉ

ṡ ኔᨗᘍ

ᵐᵎᵏᵎ࠰ᵓஉ

Ṣ ˱ᘍ

ᵐᵎᵏᵎ࠰ᵓஉ

ṣ ޛషɶځᘍ

ᵐᵎᵏᵏ࠰ᵏஉ

Ṥ ᰦδᘍ

ᵐᵎᵏᵏ࠰ᵓஉ

ṥ ἋἽỾᘍ

ᵐᵎᵏᵒ࠰ᵏஉ

Ṧ ҅וᘍ

ᵐᵎᵏᵓ࠰ᵏஉ

ṧ ᾐᘍ

 ݰλɶ
 ஜဪᆙ
ᵆᆅဦᵇ

ʙಅἚἦἕἁἋ
ᗡЎ

অ४ॿ५,&7উছॵॺইज़ش

ʋ߸ἧỵἜὅἉἵἽἂἽὊἩỉኺփወӳỉɟểẲề

ᏄࢸᘍẆᰦδᘍẦỤ
ࠊئኒἉἋἘἲửӖද
עἉỹỴᵬᶍᵌᵏỉẐᵱᶇᵿᶒᶍᶊ㔊ἉἼὊἌẑỂ
ɲᘍỉࠊئኒἩἻἕἚἧỻὊἲửወӳ
ṼᏄࢸᘍẆᰦδᘍỊᵐᵎᵏᵒ࠰ᵏᵏஉᵏᵎଐỆኺփወӳؕஜ
ӳॖửႆᘙẆᵐᵎᵏᵓ࠰ᵏᵎஉᵏଐỆʋ߸ἧỵἜὅἉἵἽἂἽὊἩ
ểẲềஜႎỆἋἑὊἚ
ṼɲᘍỂỊኺփወӳỆợỦႻʈјௐஇ҄ٻỆӼẬẆʙѦὉἉἋ
Ἐἲỉσᡫ҄ử౨᚛ẲềấụẆʻᑍẆኺփወӳỉɟểẲềẆ
ࠊئኒЎỆấẟềଐஜἸἝἉἋỉẐᵱᶇᵿᶒᶍᶊἉἼὊἌẑỉဇ
ửൿܭ

অ४ॿ५,&7উছॵॺইज़ش

ഏɭˊỼὊἩὅѥܭኒ
Ẑᵠᵿᶌᶉᵴᶇᶑᶇᶍᶌ㔊ẑ ỉМဇᘍӼẬ
ἰỶἜὅἢὊСࡇࣖݣೞᏡửႆ
ẐᵠᵿᶌᶉᵴᶇᶑᶇᶍᶌẑửМဇẴỦᗡೞ᧙ồ
ἰỶἜὅἢὊСࡇࣖݣỆӼẬẺᡙьೞᏡử
੩̓ڼ
Ṽᵐᵎᵏᵔ࠰ᵏஉẦỤڼẰủỦᅈ˟̬ᨦὉᆋဪӭСࡇίἰỶἜὅἢὊ
СࡇὸࣖݣỆӼẬẺᡙьೞᏡửႆ

6LDWRO崟嵒嵤崢

Ṽϋ᧚ࡅޅٳỉཎ̾ܭʴऴ̬إᜱۀՃ˟ầܭỜẺẐཎ̾ܭʴ
ऴإỉᢘദễӕৢẟỆ᧙ẴỦỾỶἛἻỶὅίʙಅᎍዻὸẑỆ
แẳềẆဪӭửଢ଼ӭ҄ẴỦೞᏡởẆဪӭử̅ဇẴỦᇢử
ӈỆሥྸẴỦೞᏡễỄửဇॖẇඥʴဪӭỉႇೞᏡờ੩̓

崽嵕嵛崰嵣嵇崱嵓
崟崡崮嵈

ṼଐஜἸἝἉἋỂỊ؏עᗡೞ᧙ӼẬỉἸὊἈὊ˟ởᄂᆮ˟ử
ᧈ࠰˖ဒᢃփẆʻ࠰ࡇỊẐᵠᵿᶌᶉᵴᶇᶑᶇᶍᶌẑМဇᘍӼẬỉἰỶἜὅἢὊ
СࡇࣖݣЎᅹ˟ờ͵

崸崫崗
崟崡崮嵈

ෝষ
୭

673৲

ಧుਣষ
୭

ృପ崽崋崲嵛崟嵋嵓崘嵓嵤崿

پ673ق6WUDLJKW7KURXJK3URFHVVLQJ؟كਜউট७५भଳਡ॑ଳखؚ
ਔઓৠऊैିؚৠੋؚਭநखऽदभ৴भૌஙؚ॑যু॑ஂऔङप
घसथ॑ਗ਼पষअऒध

ṼἰỶἜὅἢὊСࡇỆếẟềỊẆᵐᵎᵏᵖ࠰ẦỤỉ᪳ӝࡈᢘဇồỉ
ࣖݣầʖܭẰủẆᵐᵎᵏᵗ࠰ửႸϼỆൟ᧓ửԃớМဇርỉਘٻờ
౨᚛ẰủềấụẆଐஜἸἝἉἋỊẆᄂᆮ˟ỉѣửợụࣱ҄
ẰẶẆ᧙ᡲẴỦᗡೞ᧙ӼẬἏἼἷὊἉἹὅỉ˖ဒὉޒửʖܭ

ᵆᆅဦᵇ
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ᙌᡯὉ්ᡫЎ

ڝɼщࠊئẆɼễӕụኵỚ
ɼщࠊئểἏἼἷὊἉἹὅ
ᙌ ᡯ
ὉᙌᡯಅӼẬᵡᵟᵢᵍᵡᵟᵫἉἋἘἲ
Ὁ˰ܡಅမӼẬᵑഏΨ˰ܡᚨᚘἉἋἘἲ
ὉទᝰὉᛦᢋἏἼἷὊἉἹὅ
Ὁӕࡽέᛦ௹ᵱᵿᵿᵱἏἼἷὊἉἹὅ
Ὁԃஊ҄ܖཋឋሥྸἉἋἘἲ
ὉἿἃὊἉἹὅὉἳἙỵỴἇὊἥἋ

් ᡫ
Ὁഏɭˊ්ᡫؕႴẆݱ٥ಅӼẬഏɭˊ්ᡫἏἼἷὊἉἹὅ
ὉἒỶἾἁἚἰὊἃἘỵὅἂί
ίᵢᵫὸὸಅမӼẬἏἼἷὊἉἹὅ
ὉỴἣἾἽወӳἏἼἷὊἉἹὅ
ὉᙌᕤಅမӼẬἏἼἷὊἉἹὅ
ὉἼὊἋಅӼẬἚὊἑἽὉἉἋἘἲ
ὉἁἻỸἛἑἁἉὊᣐἉἋἘἲ

ἇὊἥἋᡲᦋỉࢍ҄
ɼễӕụኵỚểܱጚ
ᵐᵎᵏᵓ࠰ ᵓஉ ଐஜἸἝἉἋẆἅἝỽἱἠἽἑἥἊἋἏἼἷὊἉἹὅἌ
ἛỿἷἳὅἚἏἼἷὊἉἹὅЎỂңಅ
ᵔஉ ἋἰὊἚἧỻὅầḛᦆḜỆễỦẆἋἰὊἚἿἕἁἿἮἕἚẐᵟᶉᶃᶐᶓᶌᵲᵫẑửဇẲẺ
ỼἧỵἋἋἬὊἋỆấẬỦܱᚰ᬴ܱửɤʟɧѣငẆἧỻἚἉὅἋểσӷỂܱ
ᨥἨἻὅἛἩἼἬỶἛỽὊἛồỉἓἵὊἊửӧᏡỆẴỦẐἓἵὊἊἯỶὅἚʙಅẑửڼ
ἧỳἱἼὊἰὊἚࡃᑄỂẆᵐഏΨỽἻὊἅὊἛẐỽἳἾỼὅἅὊἛẑửМဇẲẺ
ἋἰὊἚἧỻὅỴἩἼẐᵤᵿᶋᶇᶋᵿ ᵡᶍᶊᶍᶐᵠᵿᶐᶁᶍᶂᶃẑỉ౨ᚰửܱ
ᵖஉ ἁἻỸἛἑἁἉὊᣐἉἋἘἲẐᶑᶋᵿᶐᶒᵿᶖᶇ㔊ẑỉʈܲӼẬᣐỴἩἼỆૼೞᏡ
 মঘॽ३५ઙૄভ

ᵆᆅဦᵇ

ʙಅἚἦἕἁἋ
ᙌᡯὉ්ᡫЎ

অ४ॿ५,&7উছॵॺইज़ش

ഏɭˊወɟؕႴ Ẓᵡᶍᶐᶃᵡᶃᶌᶒᶃᶐ㔊ẓ
῍ ӲಅမӼẬỉಅѦКἉἋἘἲửἅὅἯὊὅἚ҄ẲẆჺ᧓Ὁ˯ἅἋἚὉ᭗ԼឋỂỉݰλửܱྵ ῍
Ṽᧈ࠰ỆỪẺỦٶẪỉؕ࠴ἉἋἘἲỉನሰὉ੩̓
ỂؔẾẺჷᝠử৲λẲẺἅὅἯὊὅἚửဇॖ
ṼӲಅᆔӼẬἇὊἥἋỉႻʝМဇầӧᏡ
ṼᵱᵭᵟḤửؕஜểẲẺἅὅἯὊὅἚನᡯ
Ṽᵵᶃᶀ২ᘐỆợụἁἻỸἛؾỂỉᆙờӧᏡ

ˊỉ҄٭ỆእଔẪࣖݣẲẆᇤʗΟˮửܱྵ
Ḥᵱᵭᵟᴾᾉ ᵱᶃᶐᶔᶇᶁᶃᵋᵭᶐᶇᶃᶌᶒᶃᶂᴾᵟᶐᶁᶆᶇᶒᶃᶁᶒᶓᶐᶃᴾίἇὊἥἋਦӼỴὊỿἘἁἓἵὸ

ᵐᵎᵏᵐ࠰ ᵑஉ ἚὊἭὊἋἚỴỉૼؕ࠴ἉἋἘἲầ 䛂ᵡᶍᶐᶃᵡᶃᶌᶒᶃᶐᴾᶄᶍᶐ ᵰᶃᶒᵿᶇᶊ䛃Ểᆙڼ
ᵐᵎᵏᵑ࠰ᵏᵎஉ ἼὊἋಅӼẬഏɭˊؕ࠴ἉἋἘἲ Ẑᵪᶃᵿᶑᶃᴾᵴᶇᶑᶇᶍᶌ㔊 ίᵡᶍᶐᶃᵡᶃᶌᶒᶃᶐᴾᶄᶍᶐᴾᵪᶃᵿᶑᶃὸẑ ửᝤ٥ڼ
ᵏᵏஉ ්ᡫಅӼẬἑἨἾἕἚἏἼἷὊἉἹὅ Ẑᵡᶍᶐᶃᵡᶃᶌᶒᶃᶐᴾᵲᵿᶀᶊᶃᶒẑ ౨ᚰڼ
ᵡᶍᶐᶃᵡᶃᶌᶒᶃᶐἉἼὊἌ ԼᾢᾜӼẬ ᩼ᚑुᓔᩓ܇ἰἝἷỴἽ ౨ᚰڼ
ᵐᵎᵏᵒ࠰ ᵏஉ ഏɭˊᡫᝤἏἼἷὊἉἹὅ Ẑᵡᶍᶐᶃᵡᶃᶌᶒᶃᶐᴾᶄᶍᶐᴾᵢᵫẑ ửᝤ٥ڼ
ᵐᵎᵏᵓ࠰ ᵑஉ ഏɭˊᡫᝤἏἼἷὊἉἹὅ Ẑᵡᶍᶐᶃᵡᶃᶌᶒᶃᶐᴾᶄᶍᶐᴾᵢᵫẑ ầଐஜႮỂᆙڼ
ᵆᆅဦᵇ
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ʙಅἚἦἕἁἋ
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ᵟᶌᶂᶐᶍᶇᶂ㔊ἋἰὊἚἧỻὅửМဇẲẺ
ἁἻỸἛἑἁἉὊᣐἉἋἘἲẐᶑᶋᵿᶐᶒᵿᶖᶇ㔊ẑ
ἑἁἉὊᣐỉˁኵỚử
ẐἑἨἾἕἚẑ ể ẐἁἻỸἛἇὊἥἋẑửМဇẲềܱྵ
῍ ʈܲỉᣐἼἁỺἋἚẦỤἑἁἉὊɲồỉᣐਦᅆộỂỉ
ܦμᐯѣᣐửἁἻỸἛỂܱྵẲộẲẺ ῍

Ṽ ἙἊἑἽዴݰλểൔ᠋ẲẆИݰλᝲဇửࠢٻỆЪถ
Ṽ ἁἻỸἛỂỉ੩̓ỆợụẆஉ᫇ᛢСỂМဇӧᏡ
Ṽ ઃ࠘ᩓᛅׅዴửМဇẴỦẺỜẆɧज़࠘עầݲễẟ
 মঘॽ३५ઙૄভ

ᵐᵎᵏᵏ࠰ᵏᵏஉ
ಅမஇٻỉᵩᶋἂἽὊἩỂᆙڼ
ᵐᵎᵏᵐ࠰ᵖஉ
૾עἑἁἉὊ˟ᅈӼẬೞᏡửᡙьẲẆ
ᅦЏᠼࠃދᐯѣỂᆙ
ᵐᵎᵏᵑ࠰ᵑஉ
ʈܲӼẬἋἰὊἚἧỻὅỴἩἼ੩̓ڼ

ᵐᵎᵏᵒ࠰ᵒஉ
ɶᢿעғИẆᝅʩᡫ߃ޢỂᆙڼ
ᵐᵎᵏᵒ࠰ᵏᵎஉ
Ӵ߷ἑἁἉὊỂἁἾἊἕἚൿฎờᆙڼ
ᵐᵎᵏᵒ࠰ᵏᵐஉ
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主なニュースリリース（2015 年 5 ⽉〜2015 年 10 ⽉）
2015 年 10 ⽉末 現在
発表⽇
1

5⽉1⽇

デジタルイノベ
ーション

2

5 ⽉ 13 ⽇

ライフイノベー
ション

3

5 ⽉ 18 ⽇
デジタルイノベ
ーション
ライフイノベー
ション

4

5 ⽉ 19 ⽇

デジタルイノベ
ーション

5

5 ⽉ 20 ⽇

ライフイノベー
ション

内

容

⽇本ユニシス
「2015 年ミラノ国際博覧会 ⽇本館」スマートフォン向けアプリが公式採⽤
〜 ⽇本館の来館者に新しい体験や楽しみを提供。会場を出た後も楽しみが持続 〜
⽇本ユニシスは、2015 年 5 ⽉ 1 ⽇〜10 ⽉ 31 ⽇にイタリア・ミラノで開催される「2015 年ミラノ国
際博覧会」（略称「ミラノ万博」）の⽇本館に協賛します。⽇本ユニシスは、⽇本館の来館者に新しい
体験や楽しみを提供するスマートフォン向けアプリを提供します。
⽇本ユニシス
災害に強い地域通信ネットワークの実証実験を塩尻市・松江市と連携
〜メッシュ型地域ネットワークの⾃治体での実⽤化を⽬指し、遠隔⾃治体を連携した実証実験を実施〜
⽇本ユニシスは、情報通信研究機構(NICT)からの受託研究事業「メッシュ型地域ネットワーク(以下
NerveNet(ナーブネット))のプラットフォーム技術の研究開発」において、⻑野県塩尻市と島根県松江
市と実証実験に向けて連携します。平成 27 年度(2015 年度)からそれぞれの地域内で、さらに両地域を
連携して、地域特性を踏まえたアプリケーションに NerveNet を適⽤する仕組みとその効果を検証しま
す。
⽇本ユニシス
票券管理システム開発のオーガス、チケットエージェントのイープラス、ぴあ、ローソン HMV エンタ
テイメントと 5 社で新会社「オーガスアリーナ」を設⽴
⽇本ユニシスは、オーガス、イープラス、ぴあ、ローソン HMV エンタテイメントと、票券管理や施設
予約管理システムの販売・開発を請け負う新会社、オーガスアリーナを 5 ⽉ 1 ⽇に設⽴しました。新会
社では、すでに「オーガスアリーナ」を導⼊している主催者に加え、今後も導⼊先を順次拡⼤していく
予定です。また昨今の興⾏チケットの販売⽅法の多様化に伴い、活⽤範囲が相対的に拡⼤していくこと
を想定し、現在の機能に改良を加えた、次世代版の開発・提供も進めていきます。
⽇本ユニシス
⼤⽇本印刷と協働で、デジタルとアナログを融合させた新たな教育サービスを展開
〜 「未来のあたりまえを作る。」をコンセプトに EDIX2015 に出展 〜
⽇本ユニシスは、⼤⽇本印刷と協働で、デジタルとアナログを融合させた新たな教育サービスを展開し
ます。学校をはじめ学習環境に次々と ICT が取り⼊れられるなど、教育現場は⼤きく変化するととも
に、タブレットなどの ICT 機器を活⽤した有効な学習スタイルの模索が続いています。こうした中、
⽇本ユニシスは⼤⽇本印刷と協働で、先⽣・⼦どもたちが⽣き⽣きと学び過ごせる「学校のあるべき
姿」を⽬指す次世代学校情報システムや、これからの教育現場をサポートする教育プラットフォームな
ど、未来の教育現場にふさわしい新たなソリューションやサービスを展開することを⽬指しています。
⽇本ユニシス
横浜市の中古住宅物件を対象に「不動産総合データベース」を試⾏運⽤ 〜 不動産流通市場における情
報ストックの整備・提供⽅法に関する調査・検討業務を国⼟交通省⼟地・建設産業局から受託 〜
⽇本ユニシスは、平成 26 年度に引き続き、国⼟交通省 ⼟地・建設産業局から、中古住宅取引に関する
各種情報を⼀元的に集約・管理する「不動産流通市場における情報ストック」(以下 不動産総合データ
ベース)の整備に向けた調査・検討業務を受託しました。6 ⽉ 1 ⽇から横浜市の中古住宅物件を対象に
「不動産総合データベース」の試⾏運⽤を開始します。

発表⽇
6

5 ⽉ 28 ⽇

デジタルイノベ
ーション

7

5 ⽉ 28 ⽇

ビジネス ICT プ
ラットフォーム

8

6⽉4⽇

デジタルイノベ
ーション

9

6 ⽉ 15 ⽇

デジタルイノベ
ーション

10

6 ⽉ 22 ⽇

ビジネス ICT プ
ラットフォーム

内

容

⽇本ユニシス、コニカミノルタビジネスソリューションズ
ドキュメントソリューション分野で協業 〜 両社の既存ソリューションにおける販売連携に加えて、
営業のワークスタイル変⾰を実現する提案⼒強化ソリューションを開発 〜
⽇本ユニシスとコニカミノルタビジネスソリューションズは、ドキュメントソリューション分野で協業
し、提案型営業スタイルへの変⾰を⽬指す企業の営業・営業企画部⾨向けに、提案内容のプランニング
と提案資料の作成を⽀援する提案⼒強化ソリューションを共同開発することに合意しました。今年 11
⽉に販売を開始する予定です。
ユニアデックス
クラウドで会議を統合 新しい働き⽅を実現する「Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR)
Cloud」を提供開始
ユニアデックスは、シスコシステムズのビデオ・ウェブ・⾳声会議を統合するクラウドサービス
「Cisco® Collaboration Meeting Rooms Cloud（以下 Cisco CMR Cloud）」を本⽇から提供開始し
ます。今回提供開始する「Cisco CMR Cloud」は、グローバルシェア No.1 のウェブ会議サービス
「Cisco WebEx®」と「Cisco TelePresence®」を始めとした各種ビデオ会議製品、⼀般電話や IP 電
話などの⾳声会議を統合するクラウドソリューションです。利⽤者は、ビデオ会議の簡易さ、ウェブ会
議の多機能さ、⾼品位な臨場感と電話の⼿軽さを、その時々の利⽤シーンに合わせ選択でき、より多彩
なワークスタイルに対応することが可能となります。
⽇本ユニシス
スマートフォンが“鍵”になる、スマートロックロボット「Akerun」を活⽤したオフィススペースにお
ける実証実験を三井不動産、フォトシンスと共同で実施
⽇本ユニシスは、三井不動産が、オフィスビルのコンセプトとして掲げている「その先の、オフィス
へ」の⼀環として、フォトシンスのスマートロックロボット「Akerun™(アケルン)」を活⽤し、IoT に
よる受付の無⼈化やスムーズな課⾦が可能なワーキングスペース実現のための実証実験を実施します。
⽇本ユニシスは、オフィススペースの予約から課⾦までの流れを⼀括で⽀援するプラットフォームサー
ビスの提供において、現在約 300 棟のビルを運営する三井不動産のテナント企業に対して新しい価値を
提供することにより、競合他社との差別化を⽀援していきます。
⽇本ユニシス、イトーキ
スルガ銀⾏のコミニュケーションスペース「d-labo」にて未来の会議を⽀える⼈⼯知能システム技術
の展⽰を開始 〜 「近未来オフィスにおける協創的コミュニケーション」の共同研究成果を公開 〜
⽇本ユニシスとイトーキは、未来の会議を⽀える⼈⼯知能（AI：Artificial Intelligence）システムのプ
ロトタイプ（試作）展⽰を、スルガ銀⾏のコミュニケーションスペース「d-labo ミッドタウン」にて
本⽇から開始します。
この「未来の会議」システムは、⽇本ユニシスの⼈⼯知能とイトーキの最先端ワークスタイル・デザイ
ンを融合することで、⼈と⼈のコミュニケーションを活性化させ、グループワークにおける発想⽀援や
共通認識を⾼めるなどのクリエイティブワークを⽀援します。
⽇本ユニシス・エクセリューションズ
ポリゴン編集ソフトを刷新し、「POLYGONALmeister®」を販売開始
〜 理化学研究所と UEL の共同研究の成果を採⽤ 〜
⽇本ユニシス・エクセリューションズは、発売中のポリゴンデータ編集ソフトウエア「POLYGON
EDITOR」を刷新し、新しい製品ラインナップとして「POLYGONALmeister」（ポリゴナルマイスタ
ー）の販売を開始します。
UEL では、昨年 6 ⽉に提供を開始した「POLYGON EDITOR」の販売が好調なことから、ユーザーイン
ターフェースを刷新し、利便性を⾼めてさらなる販売拡⼤を⽬指すこととしました。今回、販売を開始
する「POLYGONALmeister」は、Windows ソフトに準拠したユーザーインターフェースで、
Windows ユーザーはマニュアルレスで操作が可能な他、⼤容量のポリゴンデータを効率よく表⽰制御
できるように設計されています。

発表⽇
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6 ⽉ 24 ⽇

ライフイノベー
ション
デジタルイノベ
ーション
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6 ⽉ 25 ⽇

デジタルイノベ
ーション

13
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デジタルイノベ
ーション

14

6 ⽉ 30 ⽇

ビジネス ICT プ
ラットフォーム

15
7⽉7⽇

デジタルイノベ
ーション
ビジネス ICT プ
ラットフォーム

内

容

⽇本ユニシス
クラウド型保育⽀援サービス「ChiReaff Space™」を全国の保育所に提供開始
〜 「保育の質」向上と、保育⼠の労働環境改善を両⽴ 〜
⽇本ユニシスは、保育⼠の労働環境改善を実現し、保育⼠が⼦どもと向き合う時間を増やすことで、
「保育の質」向上と保護者からの安⼼・信頼を得ることをサポートする保育⽀援サービス『ChiReaff
Space(チャイリーフスペース)』を開発しました。7 ⽉ 6 ⽇から全国の保育所向けに同サービスの販売
を開始します。今回、⽇本ユニシスが提供開始する保育⽀援サービス『ChiReaff Space』は、タブレッ
ト端末や PC を使って保育⼠が⼦どもの成⻑を容易に記録し、⼦ども⼀⼈⼀⼈の成⻑段階を捉えながら
指導計画を⽴てることを可能にします。
⽇本ユニシス
国際ブランドプリペイドカードへのチャージを可能にする「チャージポイント事業」を開始
〜 第⼀弾として、全国のローソン店舗で展開。24 時間 365 ⽇いつでも⼊⾦が可能に 〜
⽇本ユニシスは、店舗などで国際ブランドプリペイドカードへのチャージを可能にする、チャージポイ
ント事業を展開します。第⼀弾として、ローソンの全国のローソン店舗（12,066 店舗：2015 年 5 ⽉
末時点）で、ジェーシービーが発⾏する「JCB プレモカード」（国内 30 万店で利⽤可能）へのチャー
ジサービスを 7 ⽉ 1 ⽇から開始します。今後、国際ブランドプリペイドカード発⾏会社各社にこの事業
を展開し、チャージできるカードのラインアップを増やしていきます。
⽇本ユニシス
ファミリーマート店舗で、2 次元カラーコード「カメレオンコード」を利⽤したスマートフォンアプリ
「Famima ColorBarcode」の検証を実施 〜 来店頻度と併売による客単価を向上。
訪⽇外国⼈に向けて多⾔語にも対応 〜
⽇本ユニシスは、ファミリーマートと、ファミリーマートのお客さまに向けた新しいサービスとして、
2 次元カラーコード「カメレオンコード」（Chameleon Code ®）を利⽤した、スマートフォンアプリ
「Famima ColorBarcode」の検証を、7 ⽉ 1 ⽇から実施します。
検証⽤のスマートフォンアプリ「Famima ColorBarcode」は、ファミリーマートのお客さまが楽しみ
ながら買い物することができる複数の機能を搭載しています。⽇本ユニシスは、来店スタンプやレシピ
などの読み取り⽇時、どの商品のカメレオンコードが読み込まれたか、どの⾔語で⾒られているのかな
どのデータを分析します。この分析データをもとに、ファミリーマートのお客さまが、より楽しくより
便利に買い物ができるようなサービス創出のための⽀援を⾏います。
ユニアデックス
マルチベンダー保守サービスに「HP 通報サービス」を追加し、機能を拡充
〜 ハードウエアの故障時の保守対応時間を⼤幅に削減 〜
ユニアデックスは、⽇本ヒューレット・パッカード社製品に対する保守サポートサービスに「HP 通報
サービス（HP Insight Remote Support）」を採⽤し、本⽇から提供を開始します。なお、本サービス
を利⽤するお客さまは追加費⽤なく利⽤できます。本サービスは、お客さまから連絡を受けた後に障害
対応する従来の保守サポートとは異なり、障害発⽣を検知した機器が⾃動的にハードウエアの障害情報
を通報します。ハードウエア障害通報を受けたユニアデックスからお客さまへ電話などで連絡し、障害
対応を⾏います。これによりお客さまは、ハードウエア障害の保守対応時間の⼤幅な削減が可能となり
ます。
⽇本ユニシス
ビッグデータ分析のためのデータ活⽤基盤「データ統合・分析共通 PaaS」を提供開始
〜 世界最速の進化型 Hadoop ディストリビューション「MapR」とビッグデータ向けリアルタイム分
析基盤「HP Vertica®」を組合せ、⽇本ユニシスの開発ツールを付加することで、⾼速なデータ統合
基盤環境の早期構築を実現 〜
⽇本ユニシスは、マップアール・テクノロジーズの世界最速の進化型 Hadoop ディストリビューション
「MapR」と、⽇本ヒューレット・パッカードのビッグデータ向けリアルタイム分析基盤「HP Vertica
Analytics Platform」(以下 HP Vertica)を組み合わせ、⽇本ユニシスが開発した「汎⽤データ処理ツー
ル」を付加しクラウド上から提供する、ビッグデータ分析のためのデータ活⽤基盤『データ統合・分析
共通 PaaS』を本⽇より提供開始します。
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⽇本ユニシス
「未来の社会」を想定した研究開発を推進
〜 ソフトウエア技術、NUI、⼈⼯知能などの研究成果を、本格的に社会へ適⽤開始 〜
⽇本ユニシスは、⽇本ユニシス総合技術研究所が未来の住宅、職場、公共の場所など「未来の社会」を
想定して進めてきたソフトウエア技術、NUI（Natural User Interface：⼈間の五感や⼈間が⾃然に⾏
う動作によって機械などを操作する仕組み）、⼈⼯知能などの研究成果について、社会への適⽤・実装
や実ビジネスへの応⽤を本格的に開始します。
トヨタメディアサービス、豊⽥⾃動織機、⽇本ユニシス、
「EV/PHV 利⽤促進プラットフォーム事業」の実証事業開始
〜 EV/PHV 充電器、利便性向上のための情報提供による CO2 排出量削減効果を検証 〜
トヨタメディアサービス、豊⽥⾃動織機、⽇本ユニシスの 3 社は、環境省から「EV/PHV 利⽤促進プラ
ットフォーム事業」として「平成 27 年度 CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」の採択を
受け、7 ⽉から実証事業を開始しました。実証では、トヨタメディアサービスが開発した「EV/PHV 利
⽤促進プラットフォーム」、豊⽥⾃動織機が開発した「複数台充電器の電⼒制御システム」、⽇本ユニ
シスが開発した「充電待ち発⽣予測アルゴリズム」を連動させてスマートフォンアプリ「全国 EV・
PHV 充電まっぷ」上で利⽤者へ情報を提供し、充電器の効率的な利⽤を促進することによる CO2 排出
量の削減効果を確認します。
⽇本ユニシス
エンタープライズサーバー「Unisys ClearPath® Server」の新機種を販売開始
〜 ⼩型機 CS470L シリーズ 〜
⽇本ユニシスは、⽶国ユニシスのエンタープライズサーバー「Unisys ClearPath Server」の⼩型機
「CS470L シリーズ」を本⽇から販売開始します。
「CS470L シリーズ」は、MCP 環境で稼働する「CS460L シリーズ」の後継機で、インテル® Xeon®
8 コア・プロセッサーを搭載しています。処理性能は前機種「CS460L シリーズ」と⽐較して最⼤性能
を約 33%向上し、内蔵されるディスク容量やネットワークのポート数を 2 倍に拡張するなど、⼤幅に
機能強化を図っています。
⽇本ユニシス・エクセリューションズ
POLYGONALmeister® Cleaner（ポリゴナルマイスター クリーナー）をリコーが採⽤
⽇本ユニシス・エクセリューションズのポリゴンデータ修正ソフトウエア「POLYGONALmeister
Cleaner」が、リコーが 7 ⽉ 27 ⽇から販売開始するオランダ製の 3D プリンター「Leapfrog」（リー
プフロッグ）において採⽤されました。
ユーザーは 3D プリンターとは別にポリゴン修正ソフトを購⼊することが通常でしたが、ユーザーの利
便性や顧客満⾜度を重視した RICOH は「POLYGONALmeister Cleaner」を同梱することとしました。
簡単な操作で、⾼品質な修正が⾏えることが採⽤の理由です。
⽇本ユニシス
⻑野県塩尻市で災害に強い地域通信ネットワークの実証実験を開始
〜 メッシュ型地域ネットワークの⾃治体での実⽤化を⽬指した実証実験の第⼀弾 〜
⽇本ユニシスは、明⽇ 7 ⽉ 25 ⽇から、⻑野県塩尻市で災害に強い地域通信ネットワークの実証実験を
開始します。第⼀弾の実証実験として、塩尻市から塩尻市⺠へメッシュ型地域ネットワーク(以下
NerveNet)を使って⾏政情報や災害情報などを情報配信します。平時・緊急時の両⾯から情報配信の
質・量の向上を図り、その効果を検証します。
災害時にインターネットや携帯電話などの通信が使えない場合でも、NerveNet により⾏政情報や災害
情報の伝達が可能となります。また、携帯電話・スマートフォンを利⽤していない⼦供や⾼齢者向け
に、塩尻市内の公共施設などに設置したデジタルサイネージ(電⼦看板)を通じて情報を配信します。市
役所、図書館や病院の待合室など塩尻市⺠の集まる場所にデジタルサイネージを設置することで、塩尻
市と塩尻市⺠の情報交流の⼀つとなることを⽬指しています。
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⽇本ユニシスグループ
「Office 365®エンタープライズサービス」を提供開始 〜 エンタープライズ向けにアセスメントから
運⽤・保守までをワンストップで提供し、Office 365 の導⼊計画から利⽤開始までに発⽣するコスト
と作業負担を削減 〜
⽇本ユニシスとユニアデックスの⽇本ユニシスグループは、マイクロソフトのクラウドサービス
Microsoft Office 365（以下、Office 365）のエンタープライズ市場におけるアセスメントから導⼊・
構築、移⾏・展開を⽀援する「Office 365 エンタープライズサービス」を 8 ⽉ 1 ⽇から提供開始しま
す。
今後、順次提供していく運⽤・保守サービスと合わせて、Office 365 導⼊におけるアセスメントから運
⽤・保守までのサービスをワンストップで⽇本全国に提供していきます。
⽇本ユニシス
三井住友海上プライマリー⽣命保険の「ご契約内容変更のお申し出から登録までの事務対応に関する新
システム」を構築 〜 ⼿続き⽅法のよりスムーズな案内や、契約変更⼿続きの簡素化によりお客さまの
利便性を向上 〜
⽇本ユニシスは、MS＆AD インシュアランスグループの三井住友海上プライマリー⽣命保険による同社
の「ご契約内容変更のお申し出から登録までの事務対応に関する新システム」を構築し、2015 年 7 ⽉
21 ⽇に稼働を開始しました。
三井住友海上プライマリー⽣命保険では、保有契約件数の着実な増加とともに契約内容の各種変更の機
会も⾶躍的に増加していることを受けて、重要な顧客接点であるコールセンターにおける「電話を通じ
たお客さま対応」と契約サービス部⾨の「書⾯を通じたお客さま対応」とを⼀体化して運営する業務改
⾰（システム化）の推進を決定しました。
⽇本ユニシス・エクセリューションズ
3 次元統合 CAD/CAM システム「CADmeister®」の新バージョン V10.0 を提供開始 〜 お客さま
の声を反映し、「習得の速さ」「ストレスの軽減」「⼿戻りの削減」を⽬指して操作性を向上 〜
⽇本ユニシス・エクセリューションズは、3 次元統合 CAD/CAM システム「CADmeister（キャドマイ
スター）」の新バージョン V10.0 を 2015 年 8 ⽉から提供開始します。
今回リリースする V10.0 では、全体的にはレスポンスの 5%以上向上や、⾯や⽴体のモデリング時のプ
レビュー表⽰を改善することで視認性の向上を実現しました。また、ヘルプからコマンドの位置を探す
ことや、ヘルプから直接コマンドを起動することができるように改善しました。これらは前バージョン
から引き続き「習得の速さ」「ストレスの軽減」「⼿戻りの削減」を⽬指した機能改善の⼀部で、今後
も継続した改善を予定しています。
⽇本ユニシス・エクセリューションズ
3 次元住宅設計システム「DigiD®」の新バージョン V8.1 を提供開始
〜 外⽪計算の省⼒化、構造計算ソフトとの連携を強化 〜
⽇本ユニシス・エクセリューションズは、住宅設計 3 次元住宅設計システム「DigiD（デジド）」に外
⽪計算の省略化、構造計算ソフトと連携を強化した新バージョン「DigiD Version8.1」の提供を開始し
ました。「DigiD」は、折衝段階のビジュアルなプレゼンテーションから⾒積・設計・積算・施⼯ま
で、住宅設計業務を網羅したオールインワンの住宅 CAD ソフトウエアです。UEL では、これまでも改
正省エネ基準の完全施⾏への対応として、省エネ措置の申請書作成にかかる⼿間を削減し、業務負担を
軽減するための⽀援機能を強化してきました。「DigiD Version8.1」では、さらに外⽪計算の省略化な
どの機能を追加し、今回で改正省エネ基準のほぼすべての移⾏⽀援に対応しました。
トヨタメディアサービス、豊⽥⾃動織機、⽇本ユニシス
スマートフォンアプリ「全国 EV・PHV 充電まっぷ」でカーナビ連携を開始！
〜 スマホ×カーナビ連携アプリ【NaviCon®】でカーナビにらくらく転送が可能に
⾃治体向け PC サイトも運⽤開始 〜
トヨタメディアサービス、豊⽥⾃動織機、⽇本ユニシスの 3 社は、全国の充電器施設情報が検索できる
スマートフォンアプリ「全国 EV・PHV 充電まっぷ」とカーナビにアプリの情報を転送できる、スマホ
×カーナビ連携アプリ【NaviCon】との連携を開始します。また、関係団体や⾃治体向けに充電器施設
情報の提供も 8 ⽉ 5 ⽇から開始しました。
【NaviCon】との連携により、カーナビに充電器施設情報をワンタッチで転送して画⾯表⽰するだけで
なく、容易にルート探索ができるようになります。
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⽇本ユニシス
クラウド型タクシー配⾞システム「smartaxi®」の乗客向け配⾞アプリに新機能 〜 周辺の空⾞⾞両
と到着までの所要時間が表⽰され、待ち時間のイライラを軽減。東京都内のエコタクシー®でサービス
を開始 〜
⽇本ユニシスは、クラウド型タクシー配⾞システム「smartaxi」の乗客向け配⾞アプリに、周辺の空⾞
⾞両と到着までの所要時間を表⽰する新機能を追加しました。この新機能は、エコシステムでサービス
を開始しました。
今回追加した新機能により乗客は、配⾞⼿配をする前にどの程度の時間でタクシーが来るのか把握する
ことができ、また呼んだタクシーが今どこにいるのかアプリ上で確認できるため、待ち時間のイライラ
を軽減することができます。
横浜市、横浜信⽤⾦庫、⽇本ユニシス
全国初、地⽅公共団体と地域⾦融機関との協働による オープンデータを利活⽤した地域活性化プロジ
ェクトの実証実験を開始
〜 地⽅創⽣を視野に、ダブルケア（介護・保育）関連産業の事業者⽀援を⽬指す 〜
横浜市と横浜信⽤⾦庫および⽇本ユニシスは、オープンデータを利活⽤した地域活性化プロジェクトを
発⾜し、実証実験を開始します。
同じ地域に根ざす横浜市と横浜信⾦にとって、横浜市の地域活性化は共通の重要テーマです。今回のプ
ロジェクトは、⾏政情報の⺠間における活⽤推進により横浜経済の活性化を⽬指す横浜市と、地域との
共存共栄を使命とし地域企業へのリレーションシップバンキングのさらなる⾼度化を⽬指す横浜信⾦
が、オープンデータ利活⽤に関する協働により、地⽅創⽣・地域活性化のための共同研究を⾏う全国初
のプロジェクトです。
⽇本ユニシス、ユビテック
神⼾市でワンウェイ⽅式のマルチポート型カーシェアリングサービスを開始
〜 多様な電動⾞両を⽤いた新たな都市交通サービスを実証 〜
⽇本ユニシスとユビテックは、電気⾃動⾞（EV）／超⼩型モビリティといった多様な電動⾞両（マルチ
モビリティ）による、複数の貸出ポートで⾃由に乗り降り（ワンウェイ⽅式）が可能なマルチポート型
カーシェアリングサービスを神⼾市において⾏い、本⽇から利⽤者の募集を開始します。
本実証事業は、公共交通およびカーシェアの利⽤促進による CO2 削減を⾏い、将来的な地球温暖化対
策の強化を⾏うことを⽬的としています。利⽤者の利⽤機会の向上、事業者の運営費⽤低減を図るた
め、新たに開発したマルチテナント⽅式（複数事業者による共同利⽤⽅式）による共同利⽤プラットフ
ォーム（カーシェアリングシステムサービス）の有効性や CO2 削減効果の検証を⾏います。
ユニアデックス
⽇経 BP 社「⽇経コンピュータ 顧客満⾜度調査 2015-2016」の
「システム運⽤関連サービス（情報サービス会社）部⾨」で、4 年連続 1 位を獲得
ユニアデックスは、⽇経 BP 社の IT 系総合メディアである「⽇経コンピュータ」が企画する「顧客満⾜
度調査 2015-2016」の「システム運⽤関連サービス（情報サービス会社）部⾨」で 1 位を獲得しまし
た。ユニアデックスの本賞の受賞は、今回で 4 年連続となります。
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⽇本ユニシス
次世代オープン勘定系『BankVision®』の利⽤⾏向けマイナンバー制度対応機能を開発
⽇本ユニシスは、2016 年 1 ⽉から開始される社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）対応に向け
た追加機能を開発し、「次世代オープン勘定系システム『BankVision』」を利⽤する⾦融機関に対して
提供します。
マイナンバー（個⼈番号）に関しては、内閣府外局の特定個⼈情報保護委員会が定めた「特定個⼈情報
の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」に準じて、番号を暗号化する機能や、番号を使⽤
する端末を厳格に管理する機能などを⽤意します。また、法⼈番号の登録機能についても提供します。
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⽇本ユニシスグループ
スマートデバイスを活⽤したモバイルワークの本格運⽤を開始。
多様な働き⽅に対応した業務環境を整備
⽇本ユニシスは、⽇本ユニシスグループ社員約 8,000 名を対象に、事業所外からでも、スマートフォン
／タブレット端末から社内システムが利⽤可能なモバイルワークの本格運⽤を開始しました。セキュア
なモバイルアクセスを実現する⼿段として、⽇本ユニシスが提供するクラウド型モバイルアクセスゲー
トウェイサービス「mobiGate®（モビゲート）」を活⽤しています。
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⽇本ユニシス・エクセリューションズ
3 次元統合 CAD/CAM システム「CADmeister®」、1 ⽇単位で利⽤可能な One Day License をオ
ンラインストアで提供開始 〜 使いたい時に、使いたい期間分だけ、使いたい PC で。幅広いお客さま
の利⽤形態に対応 〜
⽇本ユニシス・エクセリューションズは、3 次元統合 CAD/CAM システム「CADmeister（キャドマイ
スター）V10.0」から、新ライセンスサービス One Day License（ワン デイ ライセンス）の提供を開
始しました。One Day License は、1 ⽇単位で利⽤可能な新形態のライセンスで、新たに開設したオン
ラインストア「UEL Store」で 24 時間いつでも購⼊が可能です。
イズミ・⼤⽇本印刷・⽇本ユニシス
国内初の CLO サービスを活⽤した新たなキャンペーン⼿法を試⾏
〜 「ゆめタウン」と「ゆめマート」113 店舗で 10/1 に開始 〜
イズミと⼤⽇本印刷（DNP）と⽇本ユニシスは、カード会員に特典情報を配信する CLO（Card Linked
Offer）サービスを活⽤した新たなキャンペーン⼿法の試⾏として、イズミが中国・四国・九州地域で展
開する「ゆめタウン」と「ゆめマート」の 113 店舗で「ゆめタウンアプリ ら・ら・ら お得にチャレン
ジ！キャンペーン」を 10 ⽉ 1 ⽇に開始します。本キャンペーンでは、クレジットカードや会員サービ
スと連携し特定店舗での購⼊を促進する⼀般的な CLO サービスだけでなく、DNP と⽇本ユニシスの
CLO サービスの特徴である、商品単位で特典を提供するサービスも実現しています。
⽇本ユニシス・エクセリューションズ
ポリゴン編集ソフト「POLYGONALmeister®」のラインナップを拡張
〜 ユーザーインターフェースを徹底的に追求 〜
⽇本ユニシス・エクセリューションズは「POLYGONALmeister」（ポリゴナルマイスター）の製品ラ
インナップを追加し、新たに「Editor」（エディター）、「Simplifier」（シンプリファイャー）、
「Cleaner Plus」（クリーナー プラス）の販売を開始します。7 ⽉に販売開始した
「POLYGONALmeister Cleaner」がリコーの 3D プリンター「Leapfrog」（リープフロッグ）の同梱
ソフトとして採⽤されるなど好評なことから、機能拡張と製品ラインナップの追加を⾏います。
⽇本ユニシス
九州フィナンシャルグループの経営統合の⼀環として、肥後銀⾏、⿅児島銀⾏から市場系システム
を受注 〜 地銀シェア No.1 の SiatolⓇシリーズで、両⾏の市場系プラットフォームを統合 〜
⽇本ユニシスは、肥後銀⾏⿅児島銀⾏の両⾏から市場系システムを受注しました。肥後銀⾏、⿅児島銀
⾏は、本年 10 ⽉ 1 ⽇に九州フィナンシャルグループとして本格的にスタートしました。両⾏では経営
統合による相乗効果最⼤化に向け、事務・システムの共通化を検討しており、今般、経営統合の⼀環と
して、市場系分野において⽇本ユニシスの「Siatol シリーズ」の採⽤を決定しました。⽇本ユニシスの
「Siatol シリーズ」は、市場系フロント・バック・ミドル機能を総合的に備えており、徹底した STP 化
により、九州 FG の市場系業務の効率化や最適化を⽀援し、市場運⽤業務の強化を実現します。
ユニアデックス、アルプス電気
センサーネットワークモジュールを活⽤した IoT 分野で協業
〜 先⾏的な市場開拓による新規ビジネス創出を共同で推進 〜
ユニアデックスとアルプス電気は、アルプス電気が開発するセンサーネットワークモジュールとユニア
デックスの ICT インテグレーション技術を組み合わせ、IoT（Internet of Things、以下 IoT）分野の
先⾏的な市場開拓を共同で推進することで、新事業領域のビジネス拡⼤を⽬指します。このたび、アル
プス電気とユニアデックスは、IoT 分野で協業を開始し、早期にビジネス価値を創出する「オープンイ
ノベーション」による取り組みを推進していきます。両社は、製品およびソリューションの開発段階か
ら連携し、多岐にわたる要素技術に対し⾼品質な評価を⾏い、製造現場や、ヘルスケア、スマートシテ
ィなどを中⼼に利活⽤モデルの検討と検証を実施することで、新規ビジネスの創出を⽬指します。
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⽇本ユニシスグループ
センサーなどのデバイスやカメラの画像解析も対象とした「IoT ビジネスプラットフォームサービス」
開発開始 〜 センサーなどのデバイスから、データ収集・配信、データ加⼯・解析までをワンストップ
で提供 〜
⽇本ユニシスとユニアデックスの⽇本ユニシスグループは、センサーなどのデバイスやカメラの画像解
析も対象とした「IoT ビジネスプラットフォームサービス」の提供に向けて、開発を開始しました。
「IoT ビジネスプラットフォームサービス」は、センサーなどのデバイス・ネットワークの提供からデ
ータ収集・配信、データ加⼯・解析までのワンストップサービスを実現します。
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