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このたび幕張メッセにおいて「Japan IT Week 秋」が開催

されました。年3回開催される日本最大のIT展示会です。

クラウドコンピューティングEXPO 、Web&デジタルマーケ

ティングEXPO、セールス自動化・CRM EXPO、モバイル活用

展、IoT/M2M展、ＡＩ・業務自動化展、ソフトウェア＆アプ

リ開発展など12の専門展から構成され、出展社は700社を超え、

3日間で4万８千人あまりの来場者がありました。ITへの期待と

関心の高さが感じられ、盛況のうちに閉幕しました。 次ページ「デジタルトランスフォーメーションとは」につづく

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の時代

土壇場まで反対のあった消費税の増税の導入がなされ、混乱

状況が収まりそうにありません。軽減税率制度、こんな複雑な

ことをよく考えたものだとあきれるばかりです。しかも税金を

使ってです。増税に言い訳を考えるとこうなるのかも知れませ

ん。

気分転換に知人がＪＲ大糸線穂高駅の駅前のカフェで見つけ

た「女心の詩」を紹介します。各所で話題になり、ご存知の方

もあるかと思います。図の詩ですが、先ずは右から詠み、次い

で左から詠んでみる。どうですか？ 本音と建前？ 出会った

頃は右からで、いつの頃か左に変化するのでしょうか。「こん

な亭主とは今生限り」とか「一緒の墓には入りたくない」とか。

知人は、「男にとって右からだと天国、左からだと地獄ともと

れるが、西田幾多郎哲学の『絶対矛盾的自己同一』のことでは

ないかと解きます。単純に二元論で分けることのできない、人

間の心だ。」と。私なら「ウフフ」と笑って済ますだろう1枚

の色紙に書かれた詩でも、詠む人には十人十色の思いがあるも

のです。それにしても、この作者がエライ。

どちらから読む？
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このたびJapan IT Weekの基調講演では、「ＤＸ（デジタル

トランスフォーメーション）」について語られていました。

最近よく聞くデジタルトランスフォーメーションですが、ス

ウェｰデンのエリック・ストルターマン教授が提唱し、「ITの

浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させ

る」と定義した概念です。経済産業省の「デジタルトランス

フォーメーションを推進するためのガイドライン」では、「企

業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技

術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、

ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、

プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立す

ること」と定義しています。

いろいろな定義がありますが簡潔に言うと、企業がIT技術を

活用し、製品や事業、組織や経営、働き方などを変革すること

と言えます。ちなみにデジタルトランスフォーメーション（Di

gital transformation）は「DX」と略されます。（英語圏では

「trans」を「X」と省略）

これからの時代、業種や規模を問わず、企業の成長発展にIT

の活用は欠かせません。ITを活用することで、生産性の向上や

ビジネスチャンスの拡大などの効果が期待できます。

中小企業のIT導入の課題として、導入費用を負担できない、

効果がわからない、使いこなせない、といったことがよくあげ

られます。自社に合ったITツールやサービスが分からない、と

いうことも言われます。そのような場合は、IT関連の展示会や

セミナーに参加することも一つの方法です。会場でITツールや

サービスを実際に見て説明を聞いて、使えるかどうかの参考に

出来ます。また、セミナーで実際の導入事例などを聞くことも

出来ます。

弊社もセミナーや展示会のご案内を行っております。そして

ソフトウェア開発や様々なIT製品のご提案を行っております。

ぜひご相談ください。

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の時代

まもなくマイクロソフト社製のパソコン用OS「Windows 

7」のサポートが終了します。このサポートとは、どのくらい

の期間あり、終了するとどうなるのでしょうか。

私たちが使っているパソコンのほとんどには、マイクロソフ

ト社製の「Windows」という基本ソフト（Operating System

＝OS＝オーエス）が入っています。

これまでWindows 95、98、ME、2000、XP、Vista、7、8、

8.1と数年毎に新しいOSがリリースされ、現在はWindows 10

がリリースされています。

マイクロソフト社は製品リリース後、最低5年間のメインス

トリームサポートと、最低5年間の延長サポート（合計最低10

年間）を提供しています。サポート期間内はWindowsアップ

デートによって、定期的にセキュリティ更新プログラムなどの

提供が行われています。

Windows 7の場合、メインストリームサポートは既に終了

しており、延長サポートが2020年1月で終了となります。

サポートが終了すると、このセキュリティ更新プログラムな

どの提供を受けられなくなります。未知のウイルスへの感染や

フィッシング詐欺による被害、情報漏えいなどのリスクが高ま

り、セキュリティ上たいへん危険な状態となります。

もしWindows 7のパソコンをご使用の場合は、早急に最新

のWindows 10のパソコンへの移行をご検討ください。

「Windowsのサポート終了」編

☆Windowsのサポート終了とは

デジタルトランスフォーメーションとは
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2020年のトピックス

「2020年（令和2年）分」の源泉所得税の改正

働き方改革関連法の施行

この改正に伴い、2020年（令和2年）1月1日以降に支払うべ

き給与から税額表が変わります。（このたび2019年の年末調

整には関係ありません。）2018年の配偶者控除・配偶者特別

控除の改正の際を見ても分かるように、年々複雑になっていま

す。変更点について把握し、準備することをおすすめします。

もちろん弊社では、給与システムなどによる業務の効率化を

ご提案しております。

※詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/

●給与所得控除の引き下げ

●基礎控除の引き上げ

●所得金額調整控除の創設

●配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件の見直し

●時間外労働の上限規制（中小企業：2020年4月施行、大企業：2019年4月施行済）

●同一労働同一賃金の義務化（大企業：2020年4月施行、中小企業：2021年4月施行）

Windows 7のサポート終了
●2020年1月14日「Windows 7」と「Windows Server 2008/R2」のサポート終了

パソコン用OS「Windows 7」とサーバー用OS「Windows 

Server 2008/R2」のマイクロソフト社によるサポートが終了

します。

サポートが終了すると、マイクロソフト社によるWindows

アップデートが行われなくなり、セキュリティ上たいへん危険

な状態となります。ウイルス感染や情報漏えい等のリスクが高

まります。「Windows 7」のパソコンや「Windows Server 2

008/R2」のサーバーをご使用の場合、リプレイスをご検討く

ださい。

パソコンやサーバーのリプレイスには、ご使用の各種ソフト

ウェアやWEBサービスなどの移行が伴います。費用や時間が必

要となりますので早急にご検討ください。

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されていま

す。「時間外労働の上限規制」は、中小企業では2020年4月1

日から導入されます。従業員の労働時間を把握し、管理する必

要があります。

弊社では、勤怠管理システム導入による対策をご提案してお

ります。

※詳しくは厚生労働省の働き方改革特設サイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

法定調書のe-Tax等による提出義務基準の引き下げ

●2021年提出分より、法定調書が100枚以上の場合、e-Tax等による提出が必要です。

法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった法定調

書の枚数が100枚以上の法定調書については、2021年1月1日

以降、e-Taxを利用して送信、またはCD・DVDなどの光ディ

スクによる提出が必要となります。

現状の1,000枚以上から引き下げられます。

例えば、2019年に提出の「給与所得の源泉徴収票」の枚数

が100枚以上であった場合、2021年に提出する「給与所得の源

泉徴収票」は、e-Taxまたは光ディスク等によって提出する必

要があります。

提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行います。

※詳しくはe-Taxのホームページをご覧ください。

http://www.e-tax.nta.go.jp/

時間外労働の上限規制

月45時間、年360時間（原則）

臨時的な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、

複数月平均80時間を限度に設定する必要があります。
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ビジネスソフト社の取扱い商品・サービス
導入からアフターフォローまでサポート致します。
ビジネスソフト社にお申し付けください。

表示価格は税別です。また、セットアップ料
を別途申し受けます。価格表示のない商品は
御見積いたしますので、ご相談ください。

システムインテグレーション
お客様のニーズに合わせたシステムを開発
オーダーメイドシステム開発

カスタマイズできる業務パッケージソフト
ＷinWinきゅうよ・はんばい・ざいむ

（給与計算・販売仕入管理・財務会計）

オプションサービス

WinWinきゅうよWEB給与明細オプション

・給与(賞与)明細書の電子化

勘定奉行のOBC
オービックビジネスコンサルタント

会計ソフトはピーシーエー
PCA（ピー・シー・エー）

◆奉行i10シリーズ、奉行クラウドシリーズ

商・蔵奉行（販売・仕入管理）、勘定奉行（財務会計）など

◆奉行クラウドEdgeシリーズ 労務管理、勤怠管理など

弊社はOBCアライアンスパートナーです。

◆PCA DXシリーズ、PCAクラウドシリーズ

PCA商魂・商管（販売・仕入管理）、PCA会計、PCA給与、

PCA固定資産、PCA公益法人会計など

弊社はPCAシステムインテグレーションパートナーです。

業務パッケージ（基幹業務）

美容･理容業様向けソフト
サロンアンサー （エクシードシステム）

土地家屋調査士様向け報酬額計算ソフト
福太郎21 Ver5.0.4

●報酬額計算書の作成

●見積・請求・領収書の作成

●年間集計表などの作成

ご提供価格30,000円

牛乳販売店様向け牛乳宅配管理ソフト
Milware ミルウェア 軽減税率対応！

●顧客と配達を簡単登録

●品揃表を簡単印刷

●請求書も簡単発行

ご提供価格250,000円

建設業様向け原価管理システム
どっと原価ＮＥＯ（建設ドットウェブ）

●個別プロジェクト原価管理を徹底管理

●全国3,000社以上の導入実績

●会計、給与ソフトとデータ連携可能

①案件管理 → ②予算計画 → ③原価管理 → ④支払・請求

クラウド対応！タブレット対応！

●日報・担当別売上・月次集計まで一括管理

●予約表、来店時カルテ、会計伝票など

●美容･理容業専門ソフトで20年以上の実績

業務パッケージ（業種特化）

財務･経営システムのリーディング･カンパニー
ミロク情報サービス（MJS）

◆MJSLINK NX-Plusシリーズ、ACELINK NX-CEシリーズなど

（財務会計、販売管理、給与など）

◆従業員向け総合フロントクラウドサービスEdgeTrackerなど

弊社はMJS登録パートナーです。

電子フォーム作成ツール
FormPat フォームパット（トスコ）

手書きの記録簿やチェックシートを
タブレットでペーパーレス化！効率もアップ！

iPad/Android/Windows対応 ●電子フォーム作成

●ワークフロー

●トレサビ検索

● CSV出力

●他システム連携

●電子印作成

●内蔵カメラ連携

●手書きサイン

●OCR認識

●開発実績

販売仕入管理、財務会計、給与計算、生産管理、工程管理、

在庫管理、売上日報集計、仕入支払管理など

●導入事例「販売仕入管理＋EDI連携システム」

取引先のEDI（データ交換）サービスとの連携システムで

伝票入力が減り、入力ミスと業務時間の削減を実現
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ビジネスソフト社の取扱い商品・サービス
導入からアフターフォローまでサポート致します。
ビジネスソフト社にお申し付けください。

表示価格は税別です。また、セットアップ料
を別途申し受けます。価格表示のない商品は
御見積いたしますので、ご相談ください。

セキュリティ対策ソリューション

御社のセキュリティ対策、今のままで本当に大丈夫ですか？

外部からの脅威と内部からの脅威、どちらにも対応

●見える化ツールで導入効果を簡単で視覚的に把握

●欧米でトップシェアのアンチウイルスエンジン採用

●ヒューリスティック検知やサンドボックスでゼロデイ攻撃対策

●メール誤送信防止機能で誤送信による情報漏えいを防止

●メールの添付ファイルの自動暗号化機能も標準搭載

パスワード付き暗号化メール

インターネット

事務所 ルーター

パソコン

UTM

セキュリティソフト/情報漏えい対策･IT管理ツール

インターネットの
出入口に設置

外部からの
攻撃に対応

内部からの
漏洩に対応

サーバ

ＯＡ機器

●A3/A4対応デジタル複合機

●A0/A1/A2対応広幅デジタル複合機

デジタル複合機
リコー・キヤノン

◆PCサーバ PRIMERGY

◆デスクトップパソコン ESPRIMO

◆ノートパソコン LIFEBOOK

◆タブレット ARROWS Tab

サーバ・パソコン・タブレット
富士通 法人向けシリーズ

●A3/A4対応プリンター/スキャナー

●A0/A1対応大判プリンター/スキャナー

ビジネスプリンター・スキャナー
エプソン・キヤノン・PFU

情報漏えい対策･IT資産管理ツール
LanScoap Cat（エムオーテックス）

●市場シェアNo.1！ ●金融機関で3社に1社の導入実績

●操作ログ管理、Webアクセス管理、デバイス制御、

メール管理、不正PC遮断、IT資産管理など

Office365
利用シーンの多様化に対応する、新しいOffice
Office365（マイクロソフト）

インストール版
Office

ブラウザ版
Office

メール/予定表

情報の共有 個人用ストレージ
リアルタイム

コミュニケーション

Office365 料金プラン Business（1年契約）１ユーザあたり

◆Office365ProPlus/OfficeOnline/OneDrive 月額900円

◆OfficeOnline/OneDrive/Exchange/SharePoint/Skype

月額540円

Office365
ProPlus/Business

Office Online Exchange Online

SharePoint Online
OneDrive for 

Business
Skype for Business 

Online

2020年1月サポート終了

WindowsServer2008/R2

Windows7

勤怠管理ソリューション

UTM（統合脅威管理アプライアンス）
SS5000Ⅱ（サクサ）新登場！

セキュリティソフト
ESET（イーセット）シリーズ
（キヤノンITソリューションズ）

●日経コンピュータ顧客満足度調査2019-2020

「セキュリティ対策製品部門」総合満足度1位！

●高いウィルス検出力 ●軽快な動作 ●コストメリット

奉行 勤怠管理クラウド
オービックビジネスコンサルタント

就業･勤怠管理システム TimePro
AMANO（アマノ）

あらゆる企業の勤怠管理の手間を削減できる

勤怠管理プロセス自動化サービス

●打刻を正確に管理 ●勤怠申請･承認のスピードアップ

●残業計算の負荷から解放 ●法改正やリスクに手間なく対応

出退勤データを確実に記録し、労働時間を適切に管理

◆TimePro-NX、TimePro-VG、TimePro-XGなど

就業情報ターミナル

◆IDカード認証方式、生体認証方式、タイムカード方式など

UTM（Unified Threat Management）とは

ウイルス対策、スパム対策、ファイアウォール、Web

フィルタリング、不正侵入防御など複数のセキュリティ対

策機能と自動アップデート機能により最新のサイバー攻撃

に対応します。
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〒720-0072 広島県福山市吉津町5番8号

TEL: 084-923-7522 FAX: 084-923-7647

URL: http://www.bscnet.co.jp

（営業内容）

■クラウドサービスの提供・サポート

■オーダーメイドソフトの開発・販売・サポート

■パッケージソフトの開発・販売・サポート

■OA機器及び流通ソフトの販売・サポート

クラウド型CRM/SFA（顧客情報管理・営業支援）

営業活動を強力に支援する、世界No.1のCRMソリューション

salesforce セールスフォース

●顧客を起点とした情報の一元化

●リアルタイムの「見える化」

●最低限の負荷で、最大限の情報を

●ノウハウの共有・蓄積

●社内コミュニケーション・コラボレーションの強化

お客様の導入成功事例はこちら

http://www.salesforce.com/jp/customers/

セールスフォース 事例 検索

顧客情報▶

・会社情報

・担当者情報

・活動予定

・活動履歴

・商談情報

・問い合わせ情報

・その他…

あらゆる顧客情報を

一元管理

全社でリアルタムに

共有

◀ダッシュボード

グラフやゲージなどを用い

て、実績や進捗などをわか

りやすく見える化

チャター▶

社内SNSで情報共有、コ

ミュニケーション

クラウド型CMS（ホームページ制作ツール）

簡単！多機能！あっと驚くCMSで簡単ホームページ作成

「みやしい」とは

●専門知識が無くても簡単操作でホームページを作成・更新できるサービスです。

●ページの追加、テキストの編集、画像の貼り替え、レイアウトの変更も思いのままです。

●ブログやメールフォーム作成、スマホサイト自動生成、スライダー機能など機能満載です。

●そのうえご利用料金は初期費用なしの月額8,000円（税別）です。

デザイン選択 パーツ配置 テキスト編集 できあがり!!

お好きなデザインを100種類

以上のテンプレートから自由

に選択！

作成の途中でも、完成した後

でも変更可能です。

各ページにコンテンツパーツ

を自由に配置！

画像系、テキスト系、表組系

等々、いろんなパーツが用意

してあります。

テキストはホームページの画

面上をクリックし、見たまま

即編集！

画像の貼り付け、差し替えも

簡単操作です。

あっという間に完成！

そのうえスマホ向けのホーム

ページは自動で生成！

難しい専門的な知識がなくて

も大丈夫です。

みやしい 検索

「使ってみたいけれど、最初からすべて作成する時間はとれない…」といったお客様には

リーズナブルな『ホームページ制作パック』をご用意しております。ぜひご相談ください。

◆ライトプラン（５ページ）…90,000円（税別）

◆スタンダードプラン（10ページ）…150,000円（税別）

詳しくはWebで！

http://miyasii.com/

30日間無料お試し受付中!!難しい知識がなくても今日から簡単ホームページ作成!!


