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｢ＳＢＭ総合ソリューション
企業価値を高める

代表取締役社⻑：久保
役社⻑：山田

当社展示ブースで
と病院物流システム『
 会場にて

 
ＳＢＭ総合ソリューション
【開催日時
【 主 催
【 会 場

【参 加 

【アクセス
※お申込は

 

■ベッドコントロール支援システム
ZIZAIA Hi
に支援します。フル
える化を提供。医療の質向上と病院経営の効率化を実現します。
詳細はこちら

■病院物流
ZIZAIA Hi
標準的な物流機能に加え患者様毎の管理機能を完備し、⼿術
／払出しを提供することで、作業負荷の低減や物流の⾒える化を実現します。
詳細はこちら

■インフォセンス
インフォセンスは、「基幹」「ロジスティクス」「インフラ」のトリプルフォーカスから生まれる
IT ソリューションによって、お客様の企業価値を高める
これまで
をご支援
会社ホームページ
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｢ＳＢＭ総合ソリューション

株式会社インフォセンス
TEL：03

企業価値を高める IT

代表取締役社⻑：久保
山田 義⾒）が

展示ブースでは
と病院物流システム『

会場にて説明員から

ＳＢＭ総合ソリューション
開催日時】 2018 年

催 】 株式会社創和ビジネス・マシンズ
場 】 沖縄県那覇市字小禄１８３１番地１

沖縄産業支援センター
 費】 無料 

アクセス】 モノレール
お申込は右記アドレスよりお願い

コントロール支援システム
ZIZAIA Hi-Becs は高度なマネジメント能⼒が必要とされる
に支援します。フル
える化を提供。医療の質向上と病院経営の効率化を実現します。
詳細はこちら http://www.info

病院物流システム『
Hi-Lits は診療材料・医薬品・⼀般消耗品・

標準的な物流機能に加え患者様毎の管理機能を完備し、⼿術
／払出しを提供することで、作業負荷の低減や物流の⾒える化を実現します。
詳細はこちら http://www.info

インフォセンスについて
インフォセンスは、「基幹」「ロジスティクス」「インフラ」のトリプルフォーカスから生まれる

ソリューションによって、お客様の企業価値を高める
これまで培ってきた

支援します。 

会社ホームページ：
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｢ＳＢＭ総合ソリューション

株式会社インフォセンス
03-3536-3439,  FAX

IT ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、
代表取締役社⻑：久保 満）は、

）が主催する「ＳＢＭ総合ソリューション

は、ベッドコントロール支援システム『
と病院物流システム『ZIZAIA Hi-

から詳しく製品

ＳＢＭ総合ソリューションフェア
年 7 月 26 日（木

株式会社創和ビジネス・マシンズ
沖縄県那覇市字小禄１８３１番地１
沖縄産業支援センター

 

モノレール小禄駅
記アドレスよりお願い

コントロール支援システム
は高度なマネジメント能⼒が必要とされる

に支援します。フル Web インターフェースによる多職種間連携、病院経営視点をもった業務の⾒
える化を提供。医療の質向上と病院経営の効率化を実現します。

http://www.info-

システム『ZIZAIA Hi

診療材料・医薬品・⼀般消耗品・
標準的な物流機能に加え患者様毎の管理機能を完備し、⼿術
／払出しを提供することで、作業負荷の低減や物流の⾒える化を実現します。

http://www.info-

について 

インフォセンスは、「基幹」「ロジスティクス」「インフラ」のトリプルフォーカスから生まれる
ソリューションによって、お客様の企業価値を高める

培ってきた医療システム
 

：http://www.info

PressRelease

インフォセンス
｢ＳＢＭ総合ソリューション

《 本件に関するお問い合わせ
株式会社インフォセンス 

3439,  FAX：03-

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、
、株式会社創和ビジネス・マシンズ

主催する「ＳＢＭ総合ソリューション

コントロール支援システム『
-Lits（ジザイア

製品説明をさせて頂きます

フェア 2018 概要
日（木）・27

株式会社創和ビジネス・マシンズ
沖縄県那覇市字小禄１８３１番地１
沖縄産業支援センター 1 階

小禄駅下⾞徒歩 1

記アドレスよりお願いします。

コントロール支援システム『ZIZAIA

は高度なマネジメント能⼒が必要とされる
インターフェースによる多職種間連携、病院経営視点をもった業務の⾒

える化を提供。医療の質向上と病院経営の効率化を実現します。
-sense.co.jp/service/hi

Hi-Lits（ジザイア
診療材料・医薬品・⼀般消耗品・

標準的な物流機能に加え患者様毎の管理機能を完備し、⼿術
／払出しを提供することで、作業負荷の低減や物流の⾒える化を実現します。

-sense.co.jp/service/hi

インフォセンスは、「基幹」「ロジスティクス」「インフラ」のトリプルフォーカスから生まれる
ソリューションによって、お客様の企業価値を高める

医療システムの導入経験とノウハウをもとに、

http://www.info-sense.co.jp
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インフォセンス
｢ＳＢＭ総合ソリューションフェア

本件に関するお問い合わせ
 マーケティング戦略部
-3536-3486,  MAIL

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、
株式会社創和ビジネス・マシンズ

主催する「ＳＢＭ総合ソリューション

コントロール支援システム『
（ジザイア ハイリッツ）』

させて頂きます

概要 

27 日（⾦）10

株式会社創和ビジネス・マシンズ 

沖縄県那覇市字小禄１８３１番地１ 
階 観光物産展示場

15 分 

します。 http://www.sbm.jp/topics/558.html

ZIZAIA Hi-Becs

は高度なマネジメント能⼒が必要とされる
インターフェースによる多職種間連携、病院経営視点をもった業務の⾒

える化を提供。医療の質向上と病院経営の効率化を実現します。
sense.co.jp/service/hi-becs/

（ジザイア ハイリッツ
診療材料・医薬品・⼀般消耗品・ME 機器・滅菌機材に⾄る在庫を⼀元管理します。

標準的な物流機能に加え患者様毎の管理機能を完備し、⼿術
／払出しを提供することで、作業負荷の低減や物流の⾒える化を実現します。

sense.co.jp/service/hi-lits.html

インフォセンスは、「基幹」「ロジスティクス」「インフラ」のトリプルフォーカスから生まれる
ソリューションによって、お客様の企業価値を高める

導入経験とノウハウをもとに、

sense.co.jp 

インフォセンス 

フェア 2018

本件に関するお問い合わせ 》
マーケティング戦略部

3486,  MAIL：sales@info

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、
株式会社創和ビジネス・マシンズ（

主催する「ＳＢＭ総合ソリューションフェア

コントロール支援システム『ZIZAIA Hi

ハイリッツ）』の展示を⾏い
させて頂きますので、是非

10：00 〜 17

観光物産展示場 104

http://www.sbm.jp/topics/558.html

Becs（ジザイア
は高度なマネジメント能⼒が必要とされる"ベッド

インターフェースによる多職種間連携、病院経営視点をもった業務の⾒
える化を提供。医療の質向上と病院経営の効率化を実現します。

becs/ 

ハイリッツ）』
機器・滅菌機材に⾄る在庫を⼀元管理します。

標準的な物流機能に加え患者様毎の管理機能を完備し、⼿術(術式／患者
／払出しを提供することで、作業負荷の低減や物流の⾒える化を実現します。

lits.html 

インフォセンスは、「基幹」「ロジスティクス」「インフラ」のトリプルフォーカスから生まれる
ソリューションによって、お客様の企業価値を高める IT ソリューション企業です。

導入経験とノウハウをもとに、

2018｣に出展

》 

マーケティング戦略部 担当：白石
sales@info-sense.co.jp

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、
（本社：沖縄県那覇市

フェア 2018」に出展

Hi-Becs（ジザイア
展示を⾏います

、是非ご来場下さい。

17：00 

104 号室（展示会場）

http://www.sbm.jp/topics/558.html

（ジザイア ハイベック）』
ドコントロール

インターフェースによる多職種間連携、病院経営視点をもった業務の⾒
える化を提供。医療の質向上と病院経営の効率化を実現します。 

）』について 

機器・滅菌機材に⾄る在庫を⼀元管理します。
術式／患者)毎や在宅患者様毎の依頼

／払出しを提供することで、作業負荷の低減や物流の⾒える化を実現します。

インフォセンスは、「基幹」「ロジスティクス」「インフラ」のトリプルフォーカスから生まれる
ソリューション企業です。

導入経験とノウハウをもとに、病院経営を支える

出展します

担当：白石 
sense.co.jp 

2018 年

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、
沖縄県那覇市、

」に出展します。

（ジザイア ハイベック）』
ます。 

来場下さい。 

号室（展示会場） 

http://www.sbm.jp/topics/558.html 

ハイベック）』について
コントロール"を効率的で効果的

インターフェースによる多職種間連携、病院経営視点をもった業務の⾒

 

機器・滅菌機材に⾄る在庫を⼀元管理します。
毎や在宅患者様毎の依頼

／払出しを提供することで、作業負荷の低減や物流の⾒える化を実現します。 

インフォセンスは、「基幹」「ロジスティクス」「インフラ」のトリプルフォーカスから生まれる
ソリューション企業です。 

病院経営を支えるシステム導入

 
します 

年 7 月 13 日 

ソリューションパートナー、株式会社インフォセンス（本社：福岡市博多区、
、代表取締

します。 

ハイベック）』

について 

を効率的で効果的
インターフェースによる多職種間連携、病院経営視点をもった業務の⾒

機器・滅菌機材に⾄る在庫を⼀元管理します。
毎や在宅患者様毎の依頼

インフォセンスは、「基幹」「ロジスティクス」「インフラ」のトリプルフォーカスから生まれる 
 

システム導入

 
 


