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流通・サービスワーキンググループ	



サービス 業務アプリケーション 営業⽀支援

ユーザ活⽤用事例例開発⽀支援

セット・デバイス ⼊入⼒力力・認証 レンタルリース

電⼦子チラシで集客⼒力力UP！
お客様のスマホへダイレクト
マーケティング	  

POS／オーダターミナル業務専⽤用
のアプリケーションをお探しなら

お客様に接する営業パーソン
を⼒力力強くサポートします。

本格的なソリューション構築
のインフラをご提供

業務に特化したiOSデバイスの
活⽤用例例をご紹介します。

iOSデバイスの可能性を広げる
周辺デバイスをご紹介します

フリーハンド⼊入⼒力力のシステム構築
をお考えならご相談ください

iOS導⼊入に向けての負担軽減を
ご提案します

『Ｓｈｕｆｏｏ！』：凸版印刷
『Navi@Work／厨房⾃自動化ｿﾘｭｰｼｮﾝ』：MDIS 『おしえてスマホ』：パナソニック

『営業⽀支援(⾒見見込み客管理理)ｼｽﾃﾑ』京ｾﾗ丸善ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

『Nstylist（Nスタイリスト）』：エヌアイデイ 『分煙コンサルタント』：ＪＴ

『簡単サイネージｿﾘｭｰｼｮﾝ』：パナソニック

『７notes 　Pad＋WC』：ＭｅｔａＭｏＪｉ

『Tablet×Cloud×Rental』：横河レンタ・リース

『据置型ﾚｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾀ／ﾓﾊﾞｲﾙ型ﾚｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾀ』：EPSON

『WACOMのペンIDソリューション』：ワコム  

『TabRen』：オリックス・レンテック

『飲⾷食業向けASPサービス  BistroMate』：⽇日⽴立立ｼｽﾃﾑｽﾞ
『OrangePOS  Series』：ｴｽｷｭｰﾋﾞｽﾞﾑ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

『iPadを活⽤用したクラウドPOS』：ヴィンクス
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OrangePOS  Series	
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch	

【製品概要】
POSレジシステムの機能をスマートタ
ブレットに搭載してます。
会計機能だけでなく、在庫・顧客情報
閲覧、プロモーション機能の他、販売
分析、CRMなどの機能も充実してます。
ＰＯＳレジアプリだけでなく、
飲⾷食業向け「Orange  Handy」
⼩小売業向け「Orange  Stock」
予約管理理アプリ「Orange  Reseve」
など様々なラインナップを取り揃えて
おります。  

【主な機能】
・ＣＲＭ機能
・分析機能
・在庫管理理機能
・オーダーエントリーシステム機能
・リアルタイム売上集計機能
・ＥＣ連動機能（ＥＣorange使⽤用時）
・外部機器連携
・プロモーション機能
・オフライン機能

OrangePOS  Series	

価格：初期50,000〜～
　　　⽉月額9,800〜～

株式会社エスキュービズム・テクノロジー 　
 　URL  :  http://ec-‐‑‒cube.ec-‐‑‒orange.jp/posasual3d@xvl3
 　TEL  :  03-‐‑‒6430-‐‑‒6730（POS問い合わせ担当まで）
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Nstylist（Nスタイリスト）
対応製品：iPad  

【製品概要】
 　Nstylistは、iPadを活⽤用したサービス
をスピーディに低価格で導⼊入できるプ
ラットフォームです。

 　お客様が既存でお持ちの様々なコン
テンツを豊富なデザインテンプレート
に配置することでスピーディに構築が
可能で、コンテンツは⾃自動更更新やCMS
からの更更新が可能です。

 　サーバインフラとネイティブアプリ
を組み合わせたワンストップサービス
を低価格な⽉月額料料⾦金金でご導⼊入頂けます。
お客様のご要望に合わせたサービス構
築をコンサルも含めてご提供致します。

【主な機能】
・豊富なデザインテンプレートを活⽤用
して、多様なコンテンツを設定（CMS
連携）したネイティブアプリをスピー
ディに実現

お客様の既存サーバと⾃自動連携をした
アプリ・サービス構築も可能です。

Smart  Device  Service  Platform

価格：1端末￥500〜～/⽉月
（別途  個別カスタマイズ費⽤用）

株式会社エヌアイデイ
 　URL  :  http://www.nid.co.jp    http://nstylist.com  
 　Mail  :  Nstylist@nid.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒6221-‐‑‒6820

①多様なコンテンツをレイアウトに配置

②サーバインフラも含めた提供

③事例例（レストラン、旅⾏行行代理理店）
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据置型レシートプリンター 　
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

【製品概要】
スマートデバイス接続に対応した据置型
レシートプリンターです。

【特徴】
コンパクト＆スタイリッシュな機材設置 　 　 　 　 　 　 　 　 　
が可能。Web/Native双⽅方のアプリケー
ションに対応致します。
TM-‐‑‒DTはWindows®　OSを搭載、また
TM-‐‑‒iはLinux®　OSを搭載し周辺機器・
⼦子機プリンターの制御や簡易易Webサー
バーとしても機能します。
TMスタンダードはSIer様向けに開発を
容易易にする開発キット（ePOS-‐‑‒PrintSDK）
を無償提供しています。

【主な機能】
■TM-‐‑‒DTシリーズ
・Windows®　OS対応の周辺機器接続 　
 　が可能
・開発キット（ePOS-‐‑‒Device 　SDK）を無償提供
・⼦子機プリンター（TM）接続可能
・簡易易Ｗｅｂサーバー運⽤用可能
・サーバーダイレクト印刷に対応
■ＴＭ-‐‑‒ｉシリーズ
・周辺機器接続が可能
・開発キット（ePOS-‐‑‒Device 　SDK）を無償提供
・⼦子機プリンター（TM）接続対応
・簡易易Ｗｅｂサーバー運⽤用可能
・サーバーダイレクト印刷に対応
■TMスタンダードシリーズ
・開発キット（ePOS-‐‑‒Print  SDK）を無償提供

 　 　 　 　 　 　スマートデバイス型ＰＯＳ端末に最適なレシートプリンター 　
 　 　 　 　 　 　 　 　TM-‐‑‒DT/TM-‐‑‒ｉ/TMスタンダード 　シリーズ 　

価格：オープン

エプソン販売株式会社
 　TOPﾍﾟｰｼﾞURL  :  http://www.epson.jp/
 　製品ﾍﾟｰｼﾞURL：http://www.epson.jp/products/tm/
 　お問い合わせ 　：エプソンインフォメーションセンター
 　 　 　 　 　 　 　   　 　業務⽤用⼩小型ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 　050-‐‑‒3155-‐‑‒7020
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モバイル型レシートプリンター 　
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

【製品概要】
スマートデバイスから直接印刷できる
モバイル型レシート（ラベル）プリン
ターです。

【特徴】
WebアプリケーションからXMLテキス
トでの印刷やNativeアプリケーション
での開発が容易易に⾏行行えるSIer様向け開
発キット(ePOS-‐‑‒Print  SDK）を無償で
ご提供。スマートな次世代型システム
が構築可能です。
 　 　

【主な機能】
■TM-‐‑‒P60Ⅱ
・⻑⾧長時間稼働。連続稼働時間
（無線LAN27時間/Bluetooth®46時間）
・ハードな使⽤用に耐える堅牢牢設計
・ラベル紙対応（台紙剥離離機能搭載）
■TM-‐‑‒P20
・NFC（近距離離無線技術)搭載
・⼩小型軽量量（TM-‐‑‒P60Ⅱ⽐比）
・連続稼働時間
 　（無線LAN16時間/Bluetooth®26時間）
■共通 　
・開発キット（ePOS-‐‑‒Print  SDK）無償提供
・FileMaker®からの印刷に対応

 　 　                          スマートデバイス対応 　モバイルレシートプリンター 　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　 　 　TM-‐‑‒Pシリーズ（TM-‐‑‒P60Ⅱ/TM-‐‑‒P20（2014年年11⽉月27⽇日発売予定））

価格：オープン

エプソン販売株式会社
 　TOPﾍﾟｰｼﾞURL  :  http://www.epson.jp/
 　製品ﾍﾟｰｼﾞURL：http://www.epson.jp/products/tm/
 　お問い合わせ 　：エプソンインフォメーションセンター
 　 　 　 　 　 　 　   　 　業務⽤用⼩小型ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 　050-‐‑‒3155-‐‑‒7020

＊Windowsは、米国 Microso,	  Corpora0on	  の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標　	  
　　です。	
＊iPad、iPhone、iPod	  touchは、Apple	  Inc.の商標です。	
＊FileMakerは、FileMaker, Inc.の登録商標です。	
＊Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。	
＊Bluetooth のワードマークおよびロゴは、 Bluetooth SIG,Inc. が所有する登録商標であり、セイコーエプソ
ン	  
　株式会社 はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。	  
＊その他、本.文に記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。	
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たよれーる  デバイスマネジメントサービス
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch（第5世代）

盗難・紛失対策とあわせて端末の運⽤用・管理理に

 　価格：基本サービス 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　300円/⽉月  
 　 　 　 　ロック・ワイプ操作代⾏行行サービス 　 　200円/⽉月

    株式会社⼤大塚商会
 　URL  :  http://www.otsuka-‐‑‒shokai.co.jp/http
 　Mail  :  mbsl-‐‑‒info@otsuka-‐‑‒shokai.co.jpbsl-‐‑‒info
 　TEL  :  03-‐‑‒3514-‐‑‒7555

【製品やサービスの概要】
たよれーるデバイスマネジメントサー
ビスはiOSをはじめAndroid・
Windows  OSも⼀一元管理理可能な⼤大塚商
会が提供するMDMサービスです。
リモートでのロック・ワイプ操作はも
ちろん、管理理コンソールで構成プロ
ファイル作成機能やJailbreak検知・イ
ンハウスアプリの配布環境・任意のタ
イミングで位置情報取得など管理理運⽤用
⾯面でも⼒力力を発揮します。年年に数回の
ペースでバージョンアップをしており
iOSの特性を活かした管理理運⽤用サービ
スを⽬目指しています。

【主な特徴】
・初期費⽤用無⽤用
・1端末から契約可能で、端末の増減  
      はWebページから申込み可能
・管理理者向けテレフォンサポート
・iOS⽤用セキュアブラウザを無償提供
・ダッシュボードで状況把握
・位置情報の更更新と履履歴保持
・インハウスアプリの配布
・構成プロファイルは、iPhone構成
 　ユーティリティを使わず簡易易設定
 　（⼀一般、パスコード、制限）
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タブレットレンタル『TabRen』
対応製品：iPad/iPod  touch

【製品概要】
タブレットとＰＯＳ・ＯＥＳ等に必要
な周辺機器をパッケージしてご提供し
ます。
豊富な在庫品から⽤用途にあわせて機器
や通信サービスをお選びいただけます。
【主なラインナップ】
■タブレットＰＯＳ、ＯＥＳ関連機器
（iPad、iPod  touch、レシートプリンタ、
キャッシュドロア、キッチンプリンタ）
■モバイル決済サービス⽤用機器
（  iPad  、決済端末、通信回線、モバイルプリ
ンタ）
■受付番号発券システム⽤用機器
（  iPad  、受付プリンタ、アクセスポイント、
通信モジュール）
■バーコードリーダー 　 　 　 　 　 　 　等

【レンタルの主な特徴】
・電話⼀一本で申し込み可能です。※１
・中途解約も可能です。 　※２
・タブレットは最短５⽇日からレンタル
 　可能です。
・故障時の保守(代替交換など)が
 　レンタル料料⾦金金に含まれます。  
・管理理の⼿手間やコストを削減できます。
・ケースカバーやセキュリティーワイ
 　ヤー等のアクセサリもレンタル可能
 　です。

※１初めてのお客様は審査があります。
※２解約違約⾦金金が発⽣生する場合があります。

飲⾷食・流流通向けレンタルソリューション

価格：お問い合わせください

タブレットＰＯＳレンタル

モバイル決済サービス＋スクエアレジ

受付番号発券システム

バーコードリーダー

オリックス・レンテック株式会社
 　URL  :  http://orix.force.com/tabren/
 　Mail  :  info1@rentec.orix.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒6852-‐‑‒1287
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営業⽀支援（⾒見見込み客管理理）システム
対応製品：iPad  /  iPad  mini

【製品概要】
本システムは、iPad上で簡単に顧客管
理理、案件進捗状況などを管理理できる営
業⽀支援システムです。

各企業様の営業プロセスにあわせたシ
ステムにより、案件進捗状況の⾒見見える
化を実現します。

本社・⽀支店等の顧客情報を⼀一元管理理す
るため、受注計画や営業戦略略の⽴立立案も
効率率率的に⾏行行えます。
また、BIツール(Yellowfin)により、蓄
積したデータの⼆二次活⽤用も可能となり
ます。

【主な機能】
・顧客情報⼀一括管理理
・顧客検索索  
・顧客別進捗⼀一覧
 　 　マトリクス表を⽤用いてタスク別に
 　 　予実を管理理することができ、
 　 　進捗状況を⾼高い⼀一覧性で
 　 　可視化します。
・顧客情報の照会
・利利⽤用ユーザごとの権限管理理
・顧客ごとのメモ登録
・データ分析／グラフ、レポート出⼒力力
・データ更更新状態のプッシュ通知

案件進捗状況の⾒見見える化により営業マンを⽀支援

価格：別途お問合せ

 　URL  :  http://www.kmsi.co.jp
 　Mail  :  ML-‐‑‒bsei@kmsi.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒6414-‐‑‒2894

マトリクス表	 

i	 

顧客情報	 クリア	 

予	 
実	 

資金	 予	 
実	 

予	 
実	 

予	 
実	 

予	 
実	 

予	 
実	 

ス
ク
ロー

ル	 

スクロール	 

競合	 

家族	 

見積	 

予	 
実	 

予	 
実	 

松岡	 一郎	 
来場日：2013/3/30　契約予定日：2013/5/25　	 

◀	 

アイコンのクリックで
顧客がどのフェーズに
いるのか⼀一⽬目で分かります
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Shufoo!
【対応製品】iPad  /  iPhone

【製品概要】
Shufoo!は、チラシを配信する国内最
⼤大級のサービスです。
ユーザーが登録した地域の新着チラシ
をPushを通じて、毎⽇日お得な情報をお
届けしています。
郵便便番号や住所、現在位置で検索索しお
出かけ先のチラシも閲覧できます。
利利⽤用ユーザーは能動的に情報を収集す
るお買い物関⼼心度度の⾼高い20〜～40代主婦
が中⼼心です。

【主な機能】
・今⽇日と全てのチラシ閲覧
・郵便便番号、住所、現在地検索索
・お気に⼊入り店舗の登録
・カテゴリによる絞り込み
・新しい順、近い順の並び替え
・店舗のお知らせ、クーポン配信
・ネットスーパー連携
・チラシを⾒見見たい地域の登録
・Push配信
・Push配信時間の変更更

コンシューマー向けチラシ配信サービス

【価格】コンシューマー向け：Free  (App  Store  にて配布中)
 　 　 　 　掲載社向け 　 　 　 　：お問い合わせください

凸版印刷株式会社
 　URL  :  http://www.shufoo.net
 　Mail  :  info@mail.shufoo.net
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パナソニック簡単サイネージソリューション
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

ワイヤレスで簡単サイネージ

価格：  オープン価格

パナソニック株式会社ＡＶＣネットワークス社
 　URL  :  http://panasonic.biz/prodisplays
 　 　 　 　http://panasonic.biz/projector
 　TEL  ：0120-‐‑‒878410（システムお客様センター）
 　 　 　        0120-‐‑‒872601（プロジェクターサポートセンター）  

画像①

【概要】
ワイヤレス対応ディスプレイ⼜又は対応
プロジェクターとiPad/iPhone/iPod  
touchに保存した画像を、ワイヤレス
対応ディスプレイや対応プロジェク
ターへ、無線LAN（Wi-‐‑‒Fi）で送信し
て表⽰示するアプリケーションソフト
『Panasonic  Wireless  Projector  for  
iOS』（無償）とを組み合わせて利利⽤用
いただくことで、⼿手軽なサイネージシ
ステムを構築できます。

【対応モデル】
［ディスプレイタイプ］
  ・TH-‐‑‒80LFB70J/65LFB70J/50LFBJ
  ・TH-‐‑‒80LFC70J/65LFC70J/50LFCJ

［プロジェクタータイプ］
  ・PT-‐‑‒VZ575NJ/VW535NJ/VX605NJ
  ・PT-‐‑‒VW435N/VX505N
  ・PT-‐‑‒VW345N/VX415N
  ・PT-‐‑‒DZ570※/DW530※/DX500※
  ・PT-‐‑‒FW430※/FX400※
  （※オプションのET-‐‑‒WM200装着必要）

ワイヤレス対応ディスプレイ
⼜又は、対応プロジェクター

iOSデバイス スライドショーボタン

画像
②
画像②

×	 7	  /	  26	 スライドショー	 設定	

スライドショー間隔
：3秒、5秒、10秒より選択 11	



おしえてスマホ
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch/Android/Windows  Tablet/Windows  PC

既存の業務システムにモバイルの利利便便性をプラス

価格：別途ご相談
クラウドサービスもあります

マジックソフトウェア・ジャパン株式会社
 　URL  :  http:///www.magicsoftware.com/ja/
お問い合わせ先： 　
パナソニック 　ソリューションテクノロジー株式会社  
コマースビジネス推進部 　iOS担当
 　Mail：oshieteSP@pstc.jp.panasonic.com 　  
　　

画像②

画像①

販売管理理の情報をお⼿手持ちのスマ
ホ/タブレットからいつでもどこで
も、導⼊入後すぐに閲覧できるビジネ
スモバイル・アプリケーションです。

販売⼤大⾂臣、商奉⾏行行、弥⽣生販売、PCA
商魂には標準対応。その他のパッ
ケージや⾃自社開発システムでも、
CSVでデータを渡すことができれば
対応可能です。

カスタマイズ対応も可能です。

【主な閲覧情報】
■顧客情報
住所、HP等基本情報・地図表⽰示
直近の受注⼀一覧
⽉月別・近年年の売り上げグラフ
■商品情報
価格、原価、メーカ等基本情報
直近の受注⼀一覧
■受注照会
⽇日次・⽉月次・年年次受注集計＆明細
顧客別・地区別・担当者別・商品別 　
受注集計、グラフ
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飲⾷食業向けASPサービス  BistroMate
対応製品：iPad

【製品概要】

■60社、5,000拠点以上で導⼊入

飲⾷食店に必要な業務システム（売上･発
注･勤怠･仕⼊入･⽇日報など）をトータルサ
ポートするASPサービスです。短期間、
低コストで、導⼊入から運⽤用を含めた多
彩なサポートが利利⽤用できます。

iPadにも対応しており、“いつでも、ど
こでも”業務が可能です。タッチ形式を
意識識したわかりやすいインターフェー
スで、操作も簡単です。

【主な機能】

■店舗機能
      ・売上管理理（売上、分析）
      ・受発注管理理（発注、仕⼊入）
      ・在庫管理理（棚卸、廃棄/移動、在庫/ロス）
      ・勤怠管理理（勤怠、シフト）
      ・損益管理理（営業⽇日報、⼩小⼝口現⾦金金）
■本部機能
      ・マスタ管理理
      ・予算管理理
      ・FC請求管理理
■仕⼊入先機能
      ・受注管理理
      ・出荷管理理
      ・請求管理理

iPadで店舗の売上状況をラクラク確認！

価格：初期費：\250,000（税別）〜～  
 　 　 　経常費：        \5,000（税別）/⽉月･店〜～

株式会社⽇日⽴立立システムズ
 　URL  :  http://www.bistromate.com/
 　Mail  :  bistro.ys@ml.hitachi-‐‑‒systems.com
 　TEL  :  0120-‐‑‒346-‐‑‒401

ビ  ス  ト  ロ  メ  イ  ト
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セルフオーダシステム 　Navi@Work®
対応製品：iPad  

【製品概要】
Navi@Work®はスマートデバイスであ
るiPadをオーダー端末に活⽤用した、飲
⾷食店舗向けのセルフオーダリングシス
テムです。お客様はオーダーのために
店舗スタッフを呼ぶことなく、iPadか
ら好きなメニューを⼿手軽に注⽂文できま
す。

【主な機能】	

フードサービス・外⾷食産業向けセルフオーダシステム

価格：60万円〜～
（システムセット販売形態）
 　 　 　

©　2014-‐2015　MITSUBISHI	  ELECTRIC	  INFORMATION　SYSTEMS　CORPORATION	  	  ALL	  RIGHTS	  RESERVED	

l  店舗スタッフがオーダーを取りに⾏行行く必
要がなく、少ない⼈人員でオーダーをとる
ことができます。

l  お客様⾃自⾝身が直接注⽂文するのでオーダー
ミスが減り、顧客満⾜足度度が向上します。

l  フロアー店舗スタッフ不不在時の機会損失
が減るため、売り上げのアップにも繋が
ります。

u  オーダ機能

u  厨房調理理指⽰示機能

u  店員呼出し機能

u  テーブル着席管理理機能

u  注⽂文履履歴参照機能

u  会計POS連動機能

u  メニューマスタメンテナンス
機能

システム構成〜～iPadとPC、無線LANで簡単にｼｽﾃﾑ構築〜～

三菱菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
 　URL  :http://www.mdis.co.jp/
 　Mail  :pos@mdis.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5445-‐‑‒7415
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厨房まるごと⾃自動化ソリューション
対応製品：iPad  

【製品概要】

iPad  をオーダー端末に活⽤用した飲⾷食店
舗向けのセルフオーダリングシステム
Navi@Work®と機器の制御⽤用のシーケ
ンサ（ＰＬＣ）を連動させ店舗の⾃自動
化を図るカスタマイズソリューション
です。 　
 　三菱菱電機のシーケンサとの連動によ
りオペレーション効率率率を⾼高めたシステ
ムは、お客様により楽しく快適に⾷食事
をしていただく環境の提供を実現しま
す。

【主な機能】	
 

iPadオーダシステムとシーケンサを連動して注⽂文システムを構築

価格：都度度⾒見見積（システム販売） 　 　 　

三菱菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
 　URL  :http://www.mdis.co.jp/
 　Mail  :pos@mdis.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5445-‐‑‒7415
©　2014-‐2015　MITSUBISHI	  ELECTRIC	  INFORMATION　SYSTEMS　CORPORATION	  	  ALL	  RIGHTS	  RESERVED	

u  オーダ機能

u  厨房調理理指⽰示機能

u  店員呼出し機能

u  テーブル着席管理理機能

u  注⽂文履履歴参照機能

u  メニューマスタメンテナンス機能

u  PLC（三菱菱電機製シーケンサー） 　
連動機能

洗浄機 フライヤー ゆで麺機 調理理
ロボット

オーダリングシステム

PLC
(三菱菱電機ｼｰｹﾝｻｰ)

店舗オーダシステム・厨房機器制御
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mazec  for  Business  /  7notes  Pad+WC
対応製品：iPad、iPhone

【製品概要】

7notes  Pad+WCは、⾼高精度度⼿手書き⽂文
字認識識技術により、キーボードに不不慣
れな⽅方々に対してストレスのない⽇日本
語⼿手書き⼊入⼒力力⼿手段を提供します。

店頭でのポイントカードやクレジット
カードの申込、催事での商品購⼊入・配
送業務のペーパーレス化など、いまま
でPCによるITの導⼊入が難しかった現場
のシステム化を⼿手書き⼊入⼒力力とiPadを
使って実現することができます。

【主な機能】

・⾼高い⼿手書き認識識精度度とかな漢字変換、
交ぜ書き変換、予測変換を実現した⼿手
書き⽂文字認識識IME「mazec」搭載

・WebアプリケーションでもiOSネイ
ティブアプリケーションでも連携可能

・⽤用途に合わせて⼿手書き⼊入⼒力力以外にも
様々なキーボードをアプリケーション
から指定して呼び出し可能

・署名(サイン)などのイメージ出⼒力力も
可能

iPad  /  iPhoneで  “⽇日本語⼿手書き⼊入⼒力力”  を実現できる  !

価格：¥3,000  (年年間)

株式会社MetaMoJi
 　URL  :  http://product.metamoji.com/enterprise/
 　Mail  :  info_̲ep@metamoji.com
 　TEL  :  03-‐‑‒5114-‐‑‒2912

署名(イメージ出力)	

数字キー	
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タブレットレンタルサービス概要

 　iPadなどのデバイスを必要な時に必要な期間だけ
利利⽤用いただくことができる『レンタルサービス』で
す。豊富な在庫の中から機種を選択し最短1週間か
らご希望期間を選択すると、最短で翌⽇日にお届けが
可能です。 

 　レンタル料料は⽉月額でご利利⽤用いただくことができ、
経費で処理理することが可能です。 

 　利利⽤用中の保守サービスも含まれており、廃棄費⽤用
も不不要になるため、突発的な費⽤用の発⽣生を軽減可能
です。

“所有から利用へ”の実現をトータルでサポート	

クラウドサービス概要

moreNOTE 
 　商品画像やカタログデータなどをいつでもどこ
でも⼿手元のiPadで閲覧できるクラウドサービスで
す。データは端末内で暗号化されセキュリティも
安⼼心です。ペーパーレスを⽀支援します。 

Mirai-Touch 
 　iPadを⽤用いたアンケートをスピーディに実⾏行行で
きるクラウドサービスです。お客様に質問事項に
回答を記載してもらいリアルタイムでのデータ集
計も可能となります。 　

価格：お問い合わせください対応製品：iPad / Android / Windows Tablet 

 　Mail : kensuke_matsuura@yrl.co.jp 
 　TEL :  03-5908-1674 
 　担当者 :  企画推進部 　松浦

h t t p s : / / w w w. y r l . c o m /	
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 　外形⼨寸法  　⻑⾧長さ150.8mm、直径10mm-‐‑‒11.9mm

 　質量量  　23g

 　素材  　アルミニウムボディ、ABS樹脂グリップ

 　筆圧レベル  　最⾼高1024レベル

 　スイッチ  　1サイドスイッチ

 　ペン先  　ポリアセタール 　（直径1.9mm）

 　接続（通信規格）  　Bluetooth 　4.0LE

 　電池  　充電式リチウムポリマー電池

 　稼働時間  　約26時間 　（2時間充電時）

ID機能付iPad専⽤用デジタルペンでセキュリティ対策を実現

株式会社 　ワコム
 　URL  :  http://tablet.wacom.co.jp/business/
 　Mail  :  vm-‐‑‒info@wacom.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5337-‐‑‒6705

IDペンでログイン セキュリティを担保しつつ
申込情報を記⼊入可能

デジタルペン固有のIDを個⼈人と紐紐付けることで
『何時』『誰が』『何処で』アクセスしたかを確認

Bamboo  Stylus  fineline  (CS600C)
僅か1.9mmのペン先で快適な書き⼼心地を
実現した⾼高性能iPad⽤用スタイラスペン
パームリジェクションやID機能に対応する
筆圧ペンでiPadの業務利利⽤用を促進します

電⼦子申込

ペーパーレス
書類紛失防⽌止
⼊入⼒力力ログ管理理

WACOMのペンIDソリューション
対応製品：iPad 　(第3・第4世代)  /  iPad  mini  (第1・第2世代) 　/  iPad  Air 　 価格：オープン価格
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流流通・サービス  ワーキンググループメンバー

株式会社ヴィンクス 　 hWp://www.vinx.co.jp/	

株式会社エスキュービズム・テクノロジー 　 hWp://tech.s-‐cubism.jp/	

株式会社エヌアイデイ 　 hWp://www.nid.co.jp/	

エプソン販売株式会社 　 hWp://www.epson.jp/	  

株式会社⼤大塚商会 hWp://www.otsuka-‐shokai.co.jp/	

オリックス・レンテック株式会社 hWp://www.orixrentec.jp/	

京セラ丸善システムインテグレーション株式会社 hWp://www.kmsi.co.jp/	

凸版印刷株式会社 　 hWp://www.toppan.co.jp/	  

⽇日本たばこ産業株式会社 hWp://www.j0.co.jp/	

パナソニック株式会社 hWp://panasonic.co.jp/	  

株式会社⽇日⽴立立システムズ 　 hWp://www.hitachi-‐systems.com/	

三菱菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 hWp://www.mdis.co.jp/	

株式会社  MetaMoJi 　 hWp://metamoji.com/	  

横河レンタ・リース株式会社 hWps://www.yrl.com/	

株式会社ワコム hWp://www.wacom.com/	  

（五⼗十⾳音順）
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本ソリューションカタログでは、iOSコンソーシアムの流流通・サービスワーキンググループ
に所属する各社の製品・サービスを紹介しています。掲載されている製品・サービスに
ついてのお問い合わせは、提供元各社にお願いいたします。

■最新版は、iOSコンソーシアムのホームページからダウンロードできます。
 　http://ios.or.jp/

iPad，iPhoneおよびiPod	  touchは，米国および他の国々で登録されたApple	  Inc.の商標です。App	  Store，
iPad	  Airおよび,	  iPad	  miniは，Apple	  Inc.の商標です。	  
Windowsは，米国Ｍicroso,	  Corpora0onの米国およびその他の国における登録商標または商標です。	
Androidは，Google	  Inc.の登録商標です。	
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。	
IOSは、Cisco	  の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用
されています。	  
QRコード は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。	
その他会社名，製品名は，それぞれの会社の商標又は登録商標（商標出願中）です。	
本紙は独立した出版物であり，Apple	  Inc.が認定，後援，その他承認したものではありません。	

iOSコンソーシアム　ソリューションカタログ（流通・サービス編）	
2014年11月14日　初版	

	
制作・著作・発行	

一般社団法人iOSコンソーシアム　流通・サービスワーキンググループ	
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-2-13 八千代ビル4F	

	 	 	　　　　　電話： 03-6380-9944	
	 	 	　　　　　Eメール： info@ios.or.jp	
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ビジネスにiOSデバイスを

⼀一般社団法⼈人  iOSコンソーシアム
https://ios.or.jp
info@ios.or.jp


