
MJS体感フェア

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
ミロク情報サービス広島支社では、弊社のシステムや多彩なソリューションを始め、便利な
使い方や業務効率化のご提案をさせていただく機会として、毎年フェアを開催しております。
本年は、「電子帳簿保存法」や「インボイス制度」など企業の各部門に変化が求められる年
です。人材不足に悩む今こそ、業務の見直し、平準化、効率化が必要不可欠です。MJSで
は時代のニーズに合わせたソリューションを幅広くご案内しておりますので、ぜひ各部門お誘い
あわせの上、お気軽にお越しください。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
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□６月 21日 (火)島根会場
サンラポーむらくも（2F 彩雲）

□６月 24日 (金)広島会場
広島国際会議場（地下2F コスモス）

入場無料事前申込制

AI-OCR

労務コンプライアンス
強化

4604045



株式会社ミロク情報サービス
◆ 展示内容ご紹介 ◆

製品名 展示内容

中規模・中小企業向け業務ERPパッケージ

商品開発・販売企画・セールス活動など経営を支えるあらゆる業務に全社的な
経営情報を直結させ、効率よくかつスピーディに活用していくこと、MJSLINK 
DXは、こうした経営情報を生成活用するシステムとして新たに開発された中
堅・中小企業向けの基幹業務ERPパッケージです。管理部門としてのバックオ
フィスを情報発信部門へ。MJSLINK DXが支援し、実現します。

中小企業向け業務パッケージ

企業の財務処理を中心とした経理・総務部門における事務処理の合理化を
サポートし、中小企業のＩＴ化を支援します。さらに、会計事務所とその顧問
先企業との適正な経理処理、スムーズな決算処理をサポートするため、双方
向のデータ互換性を重視し、会計事務所向け製品である「ACELINK NX-
Pro会計大将」との完全互換を実現。会計事務所の指導による導入の容易
性を高めています。

会計事務所向けERPパッケージ

月次・年次管理や税務業務、相談業務に至るまで、会計事務所と顧問先の
あらゆるデータを一元管理。今までの業務スタイルを変えることなく、データをトー
タルに管理し生産性を高めます。
総合的に管理された情報は、長期的な顧客との関係を築くCRMを実現します。

小規模事業者向けクラウドサービス
インターネットにつなげれば、どこからでも操作可能。クラウドなのでプログラムのイ
ンストールは不要です。初めての方、操作に慣れた方でも安心のバリエーション
豊富な入力方法。日々のチェック、定期的な帳票出力もかんたんに操作可能
です。

情報漏えい対策・IT資産管理

「情報セキュリティ対策・労務管理を誰でも簡単に、もっと身近に」をコンセプトに、
パソコンの設定や稼働状況を見守ることで、情報漏えいリスクの軽減、ランサム
ウェア感染リスクの軽減、労務状況の可視化をサポートします。

従業員向けクラウドサービス
【勤怠管理】マルチデバイスの対応により外出先でも残業時間や出退勤の申請
ができます。残業時間や出退勤異常のアラートにより、労務コンプライアンス強
化を実現します。
【給与明細参照】外出先や自宅でも給与明細など各種支給明細書が閲覧で
きます。明細書配布業務のコストダウンが図れます。

電子書類保管サービス
電子帳簿保存法の改正により義務化される電子的に授受した書類の「電子
保存」に対応。
今後は、MJSのERPシステムとの連携や、電子契約サービスなどのオプション機
能を拡充し、各種書類の電子保存に対応します。

※ 「MJSLINK DX」 「ACELINK NX-CE」「MJS税務NX-Plus」「ACELINK NX-Pro」「かんたんクラウド」「EdgeTracker」 「 MJS e-ドキュメントCloud 」 は、株式会社ミロク情報サービスの商標または登録商標です。



会社名 製品名 展示内容

富士フィルムビジネス
イノベーションジャパン㈱

複合機
ドキュメント管理ソフトウェア
「DocuWorks」
「文書情報エントリー２」

複合機からスキャンした文書、ファクスで受信した文書をDocuWorks 9.1
で一括管理。簡単操作で「保存ルール」「検索ルール」「保管場所」の3つの
条件をクリアしながらシームレスに電子保存。改正電帳法に準拠した電子
取引を手軽に実現できます。
DocuWorks 文書情報エントリー2を使って、ファイル名の変更作業を効率
的に対応。指定した箇所を部分OCRし、ユーザー定義属性として付与する
と同時に、フォルダー振り分けとファイル名の変換を自動で行うので、入力の
手間を大きく低減します。さらに、付与された属性情報を利用して便利に検
索、検索結果をCSV出力することで台帳を作成することができます！

クロノス㈱
勤怠管理システム
「Ｘｒｏｎｏｓ」
「クロッシオン」

勤務時間等の自動集計や給与ソフトに連動するデータの作成はもちろん、
変形労働時間制への対応をはじめ、あらゆるニーズにきめ細かくこたえる先
進機能を満載。貴社のコンプライアンスのもと、業務の効率化・高速化・人
件費の適正化をバックアップします。

㈱MJS M&Aパートナーズ Ｍ＆Ａアドバイザー
経営情報サービスを提供するミロク情報サービスの子会社として設立。中小
企業の事業継続のための、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を行います。成功事
例やスキームをご説明します。

㈱プロス

※6/24(金)広島のみ

決算診断システム
「社長の四季」

決算診断システム「社長の四季」は、中小企業の健康診断であり、自社の
強み・弱みを把握し、課題を浮き彫りにして、会社の経営課題を社長と共
に解決して行くための経営支援システムです。
事業計画の策定や医業にも対応しています。

㈱建設ドットウェブ
原価管理システム
「どっと原価ＮＥＯ」

工事原価管理システム「どっと原価NEO」は、多種多様なニーズにお応えで
きる基本性能と高い柔軟性を持ち合わせています。見積から実行予算及び
原価管理から支払 管理を連携し運用を一元化します。

㈱ラクス

精算・販売・明細システム
「楽楽精算」
「楽楽販売」
「楽楽明細」

バックオフィス業務の効率化を実現し働き方改革を促進するために、
テクノロジーサービスである各種クラウドサービスとその周辺サービスで
バックオフィスで働く皆様を支援していきます。
本サービスは主に下記効率化が可能となっております。
クラウド経費精算システム【楽楽精算】とは立替の経費精算や請求書の
受け取り業務を電子上で行えるクラウド型のシステムです。主に経費申請の
自動入力、仕訳データーの連携、電帳法対応等による経費精算の効率化
が図れます。
クラウド電子請求書発行システム【楽楽明細】とは請求書、納品書、支
払明細などの帳票をWEB上で発行するクラウド型のシステムです。請求書
発行において手間のかかる「印刷・封入・発送」の作業の効率化が図れます。
クラウド型販売管理システム【楽楽販売】とはExcelやメールで管理してい
るあらゆる社内業務を システム化することができるWebデータベースであらゆ
る社内業務の効率化が図れます。

㈱インフォマート

6/21(火)9:30～12:00 島根
6/24(金)9:30～16:30 広島

帳票電子化プラットフォーム
「BtoBプラットフォーム請求書」
「BtoBプラットフォームTRADE」

70万社以上にご利用頂き、請求書電子化を実現する「BtoBプラットフォー
ム請求書」、主に建設業様の下請け企業様とのやり取りや間接材における
見積依頼～納品を実現出来る「BtoBプラットフォームTRADE」をご紹介し
ます。
どれも施行済みの電子帳簿保存法、2023年10月施行のインボイス対応
された仕組みです。

㈱パシフィックシステム
労働社会保険支援システム
「PSD労働社会保険」

労働保険・社会保険の労務管理業務を行うためのシステムです。全国発
売から30年、様々な業種で導入いただき、ご活用いただいております。
電子申請は従来からのe-Gov外部連携APIはもちろん、マイナポータル経
由での健康保険組合向け電子申請にも対応しております。
業務効率化により労務担当者の負担を低減し、事業所の労務管理業務
をバックアップしていきます。

■■ 協賛各社 ■■

※記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。



お問合せ

株式会社ミロク情報サービス
広島支社

広島市中区鉄砲町10-12 広島鉄砲町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ9F
TEL： 082-511-3695 FAX： 082-222-3691   受付担当：

------ ご記入いただく情報について -----ご記入いただくお客様の個人情報は、当イベントの受付にあたり名簿作成を行いお
客様への対応をする上で必要なものです。お申し込みいただいた個人情報につきましては、セミナー講師、協賛各社および業務委
託先へ提供する場合があります。また、お預かりした情報は、今後の各種イベント、セミナーのご案内や当社および協賛各社から
の製品情報のご案内、保険代理店業に関するご案内に、利用させていただくことがあります。ご案内が不要なお客様は、当社にご
連絡をいただければ電子メール、ＤＭなどの送信発送を中止いたします。当社では、記入していただいた情報を当社個人情報保護
方針に則り適切に管理し、お客様の承諾なく上記以外の第三者に開示・提供することはありません。
当社の個人情報の取扱いに関すること、お問合せ窓口については当社ホームページで「情報セキュリティ及び個人情報保護に関
する方針」
（https://www.mjs.co.jp/securitypolicy/）を公開しておりますので、そちらをご確認ください。

Web申込み

ご来場会場
（✓をつけて下
さい）

□ 島根（6/21 ｻﾝﾗﾎﾟｰむらくも） □ 広島（6/24 広島国際会議場）

ご来場予定（ ： ）

貴社(所)名
ご住所

フリガナ
ご参加者名

部署名
お役職

ＴＥＬ／ＦＡＸ E-mail

当日、特に興味のあるｿﾘｭｰｼｮﾝや
ご質問がございましたら、予めお教えください。

ある（ ） ・ 特にない ・ アドバイザーを予約する
（ 時 分ごろ ）

〒

6/21 島根 6/24 広島

「 I T 導 入 補 助 金 2 0 2 2 」

※令和4年1月 中小企業庁｢サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)令和3年度補正予算の概要」より

詳しくは、IT導入補助金2022のHPをご覧ください。https://www.it-hojo.jp/

〇デジタル化基盤導入類型

+

〇通常枠 A類型・B類型

ＭＪＳ体感フェア2022 お申込はＷｅｂまたはＦＡＸで ⇒ ０８２－２２２－３６９１

補助額

ITツール

５～３５０万円

内、５万円～５０万円以下部分 内、５０万円超～３５０万円部分

機能要件※1 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上

補助率 ３／４以内 ２／３以内

対象ソフトウェア 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト

賃上げ目標 なし

補助対象 ソフトウェア購入費・クラウド利用費（最大２年分補助）・導入関連費等

※1：該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照

ハードウェア
購入費

PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器：補助率１／２以内、補助上限額１０万円

レジ・券売機等：補助率１／２以内、補助上限額２０万円

種類 A類型 B類型

補助額 ３０万～１５０万円未満 １５０万～４５０万円以下

補助率 １／２以内

+

No.4605055


