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中小企業向け支援策︕



情報システムの企画・保守・運用
 ITエキスパートサービス
 オフィスあんしんセキュリティーサービス
 オフィスあんしんバックアップサービス
 ITあんしんサービスパックⅢ

業務ソリューション
 グループウェア
 ペーパーレスファクス/スキャン
 ワークフローシステム
 電子サインサービス
 kintone

コミュニケーション基盤
 モバイルPC
 Microsoft 365
（ビジネスチャット、Web会議）

 クラウドストレージ
 セキュリティー

基幹システム
 勤怠管理、原価管理
 財務会計、人事・給与
 ⽀払管理、請求管理
 営業管理

データを⼀元管理で
事業計画を支援

場所にとらわれない
業務環境

情報システム担当者
の負荷を軽減

業務⾮効率を改善

社内コミュニケーションのスピードUPコミュ

いつでもどこでも誰とでも安全なコミュニケーション

業務のデジタル化業務

ペーパーレス化による業務の効率化と迅速化

 チャットツールの導入により情報伝達を円滑化
 Web会議サービスの活用により、コミュニケーションの活性化
 セキュリティーの⾒直しで安心・安全な業務環境を構築

勤怠管理のデジタル化による法令対応基幹

法令対応に向けた勤怠把握と給与計算への活⽤
 勤怠管理システムの導⼊により、タイムカード収集・集計作業
を撤廃

 クラウド型勤怠管理システムを採⽤すれば、いつでもどこでも
打刻でき、リアルタイムな勤務実績の把握を実現

 勤怠管理システムと給与計算ソフトとの連動により、
人手の転記作業を廃し、給与計算を自動化

IT⼈材不⾜のお悩みを解決運用

ITアウトソーシングでプロによる運⽤管理を実現
 情報システム業務はプロに任せてコア業務への集中と強化
 テレワーク社員や離れた場所のサポートも電話や遠隔⾒守りで
支援

 経営目線でのIT戦略を⽴案し定期報告と改善を⽀援

今、おすすめのITソリューションのご紹介
DXを推進し、事業環境の変化に迅速に対応

ITエキスパートサービス

ITの戦略と運⽤を
専門家にお任せ

バーチャル
CIO

バーチャル
ITマネージャー

ネットワーク
オペレーション サービスデスク

24h365D 監視 他社導入でも対応

IT戦略をお任せ IT障害を予防経営支援

安心な
業務環境

本業への人材シフト効果
経営・事業レベルで
IT戦略を⽴案効果

24時間365⽇、離れた場所でも安全サポート効果

工場
勤怠打刻 勤怠データ

勤怠管理 給与計算

給与明細

タイムカードの撤廃効果
勤怠実績の転記作業
の廃止効果

給与計算を自動化効果労働時間の適正把握効果

IT導⼊補助⾦
業務効率化や収益向上などの課題解決に必要なITツールの導入費用を、国が一部補助
する制度です。導⼊に必要な付帯サービスの費⽤も補助の対象となります。

IT導入費を最大2/3補助

導入費

通常枠
A/B類型

補助率
1/2

特別枠
C/D類型

補助率
2/3

通常導入
費用

スケジュール確認

利⽤実績ベスト5 ※2020年度の採択数/当社実績

ツール分野 ITツール例
1位 Web会議 Office365、Zoom、WebEX Meetings

2位 勤怠管理 奉⾏クラウドEdge勤怠管理、X‘sion、
クロノスPerformanceクラウド

3位 ⽂書管理 DocuWorks
4位 給与管理 奉⾏クラウドEdge年末調整申告書、給与奉⾏、PCA給与DX
5位 会計 PCA会計DX、勘定奉⾏、法定調書奉⾏、債権奉⾏

経営層

事務所⾃宅

スケジュール登録
日報/報告

ペーパーレス
ファクス

 テレワークで⾒えづらくなった社員の所在を⾒える化し、
コミュニケーションを活性化

 ペーパーレスファクスで柔軟な業務対応を実現し、
対応スピードを向上

コミュニケーションの活性化効果

進捗管理
フィードバック

業務の迅速化効果

⾃宅

本社

お客様

情報共有の迅速化・円滑化効果

安心安全な
リモート環境効果

チャットツールで
リアルタイムにやり取り

コミュニケーション活性化効果

Web会議
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Stratus ztC Edge は、ITの知識がなくても運用でき、ハードが故障してもシステムを

止めることなく業務を継続できる、無停止型機能を提供します。

ゼロタッチ運用で高可用性、しかも省スペース・コンパクト設計ながら性能はパワフル。

IT技術者の限られた現場、遠隔地や故障しても直ぐに保守に行けない現場、専用マシン

室のない現場など、どんなオフィス環境でも簡単に運用でき、高い信頼性を発揮します。

10年の保守期間にも対応、長期に安定してご利用いただくことができます。

Stratus ztC Edge はここがすごい！

こんなところにStratus ztC Edge

ゼロタッチ運用の「止まらない」仮想化サーバー

Stratus ztC Edge

IoT時代のターンキーエッジコンピューティング

ゼロタッチで省スペース、パワフルで高可用性

「止まらない安心」をクリティカルな業務システムに

IoT時代のターンキーエッジコンピューティング

ゼロタッチで省スペース、パワフルで高可用性

「止まらない安心」をクリティカルな業務システムに

ゼロタッチ IT知識不要

業務を止めない二重化構成

高可用性、仮想化OSがビルトイン

どこでも設置可能、マシンルーム不要

故障交換はプラグイン

10年の長期保守に対応
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※本資料に掲載されている情報は2019年12月現在における概要を説明するものであり、通知なく変更される場合があります。
Stratus, Stratus ロゴ, ztC および ztC ロゴは、Stratus Technologies Bermuda Ltd. の登録商標または商標です。その他、
本資料の文中に引用された会社名、製品名、サービス名は、各社の商標もしくは登録商標であり、各所有者が商標権を保持
しています。

Copyright © Stratus Technologies Bermuda Ltd. & Stratus Technologies Japan, Inc, All rights reserved.

日本ストラタステクノロジー株式会社

〒102-0085 東京都千代田区六番町６ 勝永六番町ビル
TEL: 03-3234-5562（事業開発部）
E-mail：ftserver.jpn@stratus.com

Stratus ztC Edge 110i 技術仕様

OS Stratus Redundant Linux

ゲストOS Windows および Linux

プロセッサ
Intel i7-8700T, 2.4 GHz,
12MB キャッシュ, 6 core/12 thread

システム
メモリ 32 GB DDR4-2400

ストレージ 2TB SSD

システム
I/O

HDMI, USB: 4 × USB 3.0
イーサネット: 2 × 10 GbE (ノード間リンク用) 

6 × 1 GbE (ユーザアプリケーション用)

温度
摂氏－20～＋60 度
(付属のAC アダプタを使用する場合は 0～＋50 度)

湿度 10%～95%、結露なし

振動 3Grms (5-500 Hz: X、Y、Z 方向)

寸法 280 mm × 210 mm × 87 mm

重量 6.1kg (13.5 ポンド) / 1台につき

設置 DIN レール、壁、または卓上

電源 入力 24 V (DC）、24 Vdc 5A 120W (AC）

URL: www.stratus.com/jp/

詳細情報

ztC Edge の詳細、およびその他ストラタス
テクノロジーの高可用性コンピューティング
ソリューションについての詳細については、
下記連絡先までご連絡いただくか、
www.stratus.com/jp/solutions/platforms/ztc-edge/
をご覧ください。

ztC Edge はどこにでも簡単導入、ゼロタッチ、現場の働き方改革の切り札

二重化による高可用性

プライマリ側ノードが破損した場合、
セカンダリ側ノードの仮想マシンが処理を継続

✓

仮想化技術

Stratus冗長化Linuxによる、高可用性仮想化OSを装備、
複数の仮想マシンを自動的に安全配置

✓

現場の従業員でも簡単に交換可能
✓

故障交換はプラグイン

システムを止めずに自動復旧

専任のIT担当者がいなくても簡単運用
✓

✓

手間いらずの運用

HAモードのデータ同期に加えてFTモードはCPU/メモリも同期。

障害発生時にも再起動が発生せず、瞬時に処理を引き継ぎます。

ホットスワップ可能な冗長ノードは

現場スタッフが簡単に交換できます。

サーバーを「止めたくない」

お客さまに「必見」です！
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新型コロナウイルス（COVID-19）の影響により、テレワーク/リモートワークが一層進み、どこで
も働ける環境を整える企業が増えています。

■傾向
 テレワーク環境を整えたが、標準の環境/考え方が間に合っていない
 セキュリティプラットフォームもクラウド化が進んでいるが、最適な環境が分からない

ゼロトラストとは、2010年に⽶Forrester Researchによって提唱されたセキュリティの概念です。
「何も信頼しない」ことを前提にセキュリティ対策を⾏うことです。

DHC_D

ゼロトラストネットワークの検討始めませんか？

ゼロトラストってなに？

今になって何故？

企業のクラウドサービス利⽤の増加

働き方の多様化

標的型攻撃の巧妙化

内部不正による情報漏洩

感染する前提で考える必要性

内外の境界線が曖昧に！

リモートワークによるリスク増加！

境界型防御を簡単に突破！

性善説の限界！

既知ウィルス対策も限界！

具体的な対策は？

オフィスあんしんセキュリティーサービス AGが実現する環境で確実な安心を

怪しい添付ファイルを実⾏しても

PDF EXE

怪しい広告をクリックしても 騙されて怪しいアプリを実⾏しても 本文の怪しいURLをクリックしても

添付ファイルのマクロを有効化しても マルウェア入りUSBメモリーを挿しても
私物のUSBメモリにマルウェア混入

特別定額給付⾦
10万円の給付については、

以下の申請書を
ダウンロードしてください。

不正アクセスは成⽴しない 不正プログラムは実⾏不可

不正プログラムは実⾏不可 不正アクセスは成⽴しない 不正プログラムは実⾏不可

不正なコードを挿⼊ 不正プログラムのダウンロード

PCが壊れています
修復するには
コチラ http://dl.xxx/

外部からマルウェア取得 添付されたオフィスファイル

ClickClick

Click
コンテンツの
有効化 Click

Click

不正プログラムは実⾏不可
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■生産性革命推進事業
生産性革命推進事業において、感染対策と経済活動の両⽴に資する設備導⼊や販路開拓への投資、テレ
ワーク等に対応したITツールの導⼊等を⾏う事業者を⽀援。以下の３つの補助⾦をご⽤意しており、「通
常枠」に加え、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小企業等の取組を支援する
ため、「低感染リスク型ビジネス枠」が創設されています。

ものづくり補助⾦ 持続化補助⾦ IT導⼊補助⾦
新製品・サービス・生産プロセ
スの改善に必要な設備投資等を
支援

小規模事業者が経営計画を作成
して取り組む販路開拓等の取組
を支援

ITツール導⼊による業務効率化
等を支援

中小企業向けの支援策

通常枠
低感染
リスク型
ビジネス

補助上限
1,000万円

中小1/2、
小規模2/3

補助率 2/3

通常枠
低感染
リスク型
ビジネス

補助上限 50万円 2/3

補助率 100万円 3/4

通常枠
低感染
リスク型
ビジネス

補助上限 30〜450
万円

1/2
補助率 2/3

通常枠・低感染リスク型ビジネス枠共
通：公募中、申請受付開始6月3日（木）、
申請締切8月17日（火)

通常枠：公募中、10月1日（⾦）当日消
印有効、低感染リスク型ビジネス枠：公
募中、2次締切7月7日（水）17時

通常枠・低感染リスク型ビジネス枠共
通：申請受付開始4月7日（水）、2次締
切7月30日（⾦）17時

詳細は、下記ポータルサイトからご確認ください。
(中小機構・生産性革命推進事業ボ-タルサイト）
https://seisansei.smrj.go.jp/

■中小企業等事業再構築促進事業
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目
指す企業・団体等の新たな挑戦を支援。

対象

1. 2020年10⽉以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前（2019年⼜は2020年1月
〜3月）の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。

2. 事業計画を認定経営⾰新等⽀援機関や⾦融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
3. 補助事業終了後3〜5年で、付加価値額の年率平均3.0% (一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額

の年率平均3.0% (一部5.0%)以上増加の達成。

補助額 補助率

中小企業（通常枠） 100万円〜6,000万円 ２/３

中小企業（卒業枠）※1 6,000万円超〜１億円 ２/３

中堅企業（通常枠） 100万円〜8,000万円 １/２(4,000万円超は１/３)

中堅企業（グローバルV字回復枠）※2 8,000万円超〜１億円 １/２

※1.中小企業（卒業枠）：400社限定。計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本⾦⼜は従業員を増やし、中小企業から中堅企
業へ成⻑する事業者向けの特別枠。
※2.中堅企業（グローバルV字回復枠）：100社限定。次の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。①直前6⼒⽉間のうち、任意の3⼒⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3⼒
月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。②事業終了後3〜5年で、付加価値額⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を違成すること。③
グローバル展開を果たす事業であること。

その他の詳細については、以下のページをご覧ください。

事業再構築補助⾦
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

■公募スケジュール 2次公募：5月20日（木）から7月2日（⾦）
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オンライン会議、集中したいときに便利！
工事無しで簡単に設置可能な一人用ブース！

イ チ オ シ ！

ゆるく囲い、居心地の良さを感じる、
リビングテイストのミーティングスクリーンブース。
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　訴求ポイントは、以下の3点になります。　　　　　　　　　　　　　　 　　　■バクテクターO3仕様　186,000円（税別）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆オゾン発生方式:沿面放電方式
　　①ご来店・ご来場のお客さまのご安全とご安心のため　　　　　　　　　◆処理風量：10～40mg/h(無段階可変)
　　②社員・職員のみなさまの健康維持と福利厚生のため　　　　　 　　　◆定格消費電力：12W
　　③クラスター発生防止のため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆定格電圧・周波数：AC100V 50/60Hz
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆外形寸法：幅180×奥行76.8×高さ200mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆質量：1400ｇ

　※オゾンは、さまざまなウイルスを不活化する力で、こらからのインフルエンザ＆新型コロナウイルスにダブル効果！
　※オゾンは、空気清浄機では効果が薄いとされる「付着菌」の除菌に強く感染対策に効果！
　　感染リスクが高いのは、「飛んでいる菌」ではなく「付着している菌」！
　
　ぜひ、もう一つの手間の掛からない安全な感染対策として、「バクテクターO3」の導入をご検討くださいませ。
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複合機、ソフトウエア、クラウドサービスで働き⽅の変⾰を！

働き方を変えるソリューションを
ショウルームバスでご覧ください！

2021年4月、多様化するオフィス環境に変革をもたらす、進化し続ける商品群として
新ブランド「Apeos」が誕生しました。複合機を基点にお客様の働き方改革をさらに加速します。
ぜひショウルームバスでご確認ください。

 ミーティングボード
MAXHUB 55インチ

 ソフトウエア
DocuWorks 9.1

 クラウドサービス
WorkingFolder
ApeosPlus CardsR
Zoom等のWeb会議 ほか

申し込み
ショウルームバス内での3密を避けるた
め1回の定員は5名とさせて頂きます。

事前に担当営業までスケジュールの確認
をお願いします。

主なデモ可能ソリューション

ApeosC2570 ApeosC5570

人びとの暮らしやニーズが多様化する中で、
ビジネスをさらに強化するために。
新生「Apeos」は、⾼度なセキュリティーをベースに、さまざまな先進機能を、誰もが使い
やすいカタチで提供します。
各種のソリューションやサービスともスムーズに連携し、場所や時間にとらわれない、一人
ひとりに最適な働き方を支援します。

新しい日常、新しい「Apeos」。

すばやく使える、やさしい操作性

リモートワークも、かんたん・スムーズ

⽂書の管理・共有もスピーディ－

⼤切な情報を、しっかりガード

 迷わない、直感的な操作感
 すぐに出⼒でき、待たせない

 小さい、どこでもつながる
 リモートワークで使える

 毎⽇の仕事を効率化
 オフィスワークを支える

 お客様の⼤切な情報を守る

新商品

MAXHUB

バスの中
ゆったりスペースで

座ってご覧いただけます。

DX　Suite連携もご覧いただけます！
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手書き文字

フリガナ

取り消し

FAX受信文書

活字

数字

メールアドレス

漢字

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

• ⼿書き⽂字の認識率があまり⾼くない
• FAX文書は傾きやノイズがあるため読み取れない
• 精度を上げるための辞書の割り当てにはコツが必要
• 読み取りミスが多いので、せっかくデータ⼊⼒を⾃

動化しても確認/訂正作業が膨大になってしまう
• OCRの導⼊を断念

⾼精度な⽂字認識
• 活字はもちろん、⼿書き⽂字も⾼精度で認識可能。

特別な事前学習などは必要なしに、すぐに使い始め
られます。

• 認識枠の設定は、認識させたい部分を囲むだけ。辞
書を割り当てなくても⾼精度で認識ができます。

一般的なOCR利⽤において想定される課題 DX Suiteの特徴

読み取りたい項目や書類は様々

書類には様々な文字や
記入者による書き方の特徴がある

手書き・活字、郵送・FAX等、読み取りたい項目や書類の状態は様々です。

DX Suite特徴（一般的なOCRとの⽐較）〜⾼精度な⽂字認識〜

2

<読取画像>

<OCR結果詳細>

クセ字や複数⾏で書かれた⽂字も
読み取ることが可能です。

押印も除去することができます。
注：ただし、⽂字と押印が被ってしまうと⽂字ごと

除去されてしまうことがあります。

枠から文字がはみ出していたとしても、
文字も補正して読取ります。
読み取った中に、取消線があった場合は、
適切に除去しります。

①

②

③

①

②

③

<読取結果表示>

Intelligent OCR 読み取り例 〜スキャンした伝票〜

4
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お客さまにオフィスソリューションをご提案させていただく上で、事務所をライブオフィスにしま
した。トレンドなオフィス家具・色も複数取り揃えておりますので、移転やレイアウト変更をご検討
のお客さまは勿論のこと、体感によるオフィス環境の「気づき」に繋がればと思います。また、実際
に社員が働いているオフィスをご覧いただくことで、お客さまのオフィスの様々なお悩み解決のご参
考にしていただければ幸いでございます。

感染対策をしてお待ちしておりますので、ぜひ、お気軽にお越しください。

ライブ
オフィス
⾒学開催中！

会 社 名

代 表 者

業務内容

関連会社

主要取り扱い
メーカー

営業拠点

富士フイルムＢＩ愛媛株式会社 https://www.Fujifilm-fbehime.com

代表取締役社⻑ 武智 政二

●富士フイルムビジネスイノベーションが提供する事務用機器の直接・間接販売およびシステム・サービスの提供

●各種コンピュータ・システム、各種パッケージソフト、各種周辺機器の販売

●ドキュメントソリューションシステム、インターネットシステムの構築

●オフィス家具・オフィス用品の販売

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション、コクヨ

松山支店、東予支店

会社概要

本社・松山支店 愛媛県松山市三番町7丁目1-21 ジブラルタ生命松山ビル9F TEL：089-993-8861
東予支店 愛媛県新居浜市久保田町1丁目2-5 朝日ガス 第二ビル2F TEL：0897-47-8311
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