
自治体向けサービス概要シート 

サービス名 LogicalMind TALK 

企業名 株式会社マインドシフト 

サービスの 

特徴 

これまでの問合せ記録や質問と回答（FAQ）があれば 簡単に始めることができる AI

チャットボットです。FAQ の追加、変更およびキーワードの登録は、システムから

の通知に従って操作するだけで、簡単にメンテナンス作業を行えます。 

サービスの内容 

【AI チャットボット「LogicalMind TALK」について】 

「LogicalMind TALK」は、これまでの問合せ記録や質問と回答(FAQ)があれば 簡単に始めることがで

きる機能を持っているため、質問から回答へたどり着くためのシナリオを作成する必要がありませ

ん。利用者の傾向を学習しながら質問に対する回答の重み付けを行う機能とキーワードや質問候補の

追加を推薦する機能があるため面倒な運用も必要ありません。質問の文章や含まれているキーワード

を元にこれまでの利用傾向から分析し、登録された FAQ の中から適切な回答を推薦します。

「LogicalMind」は分析機能を搭載しており、利用傾向から質問に最適な回答を推薦するので、FAQ の

メンテナンスにかかる労力が大幅に削減可能です。 

【機能・特徴一覧】 

(1)かんたん導入：Excel で FAQ をインポートするだけで始められます。 

(2)らくらく管理：利用傾向を元に自動でメンテナンス内容を推奨します。 

(3)おまかせ対応：質問傾向を分析して的確な回答を推薦します。 

(4)多言語対応：FAQ は日本語のままで英語、中国語(簡体語/繁体語)、韓国語、ポルトガル語、ベト

ナム語、ロシア語に対応します。 

※ページ埋め込みと LINE 内のみの対応です 

(5)LINE 公式アカウント連携機能：画面は LINE そのままに LINE 公式アカウントでのチャット(bot モー

ド)を LogicalMind 使って稼働させますので、FAQ 管理、ログ確認等は LogicalMind 側で行うことができ

ます。 

※LINE 公式アカウント連携には別途お申込みが必要です 

 

導入自治体名 北九州市・下関市・那覇市・三郷市・長野県 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)AI 営業部 吉岡 輝年 

(郵便番号・住所) 〒104-0033 東京都中央区新川 1-16-4 VORT 茅場町イースト 9F 

(電話) 03-3552-6270 

(e-mail) yoshioka.terutoshi@mindshift.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 公金収納支援サービス（自治体向け Web 口座振替受付サービス） 

企業名 ヤマトシステム開発株式会社 

サービスの 

特徴 

スマートフォンや PC などを利用して、地方税等の口座振替手続きを Web で完結

することが可能です。納付者の利便性向上に加えて、自治体職員の業務効率化、非

対面化を実現するサービスです。 

サービスの内容 

【申込フロー】 

 

導入自治体名 

大阪市財政局、千葉市、大垣市、熊本市、東大阪市、広島市、尼崎市、小山市、日

光市、東京都主税局、長泉町、大阪市水道局、八王子市、渋谷区、さくら市、東京

都水道局、山口市、塙町、船橋市、港区、鹿角市、品川区、藤沢市、松戸市、奈良

市、狛江市、神戸市、川崎市、新潟市、長野市、市原市、佐賀市上下水道局、古賀

市、氷見市、茂木町、他 8 自治体 計 43 自治体（2021 年 9 月時点） 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)ソリューション事業本部 ソリューション事業部・杉山 

(郵便番号・住所)〒104-6134 東京都中央区晴海 1-8-11 晴海アイランドトリトンス

クエア オフィスタワーY 棟 

(電話) 0120-218-826(e-mail) ysd-card@nekonet.co.jp 
 

45



自治体向けサービス概要シート 

サービス名 キャッシュレス決済 「Anywhere」 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの特徴 キャッシュレス決済「Anywhere」で、新型コロナ感染防止と縮小した地域経済の活性化 

サービスの内容 

 

キャッシュレス決済を促進し、地域の経済活動を活性化しませんか?  

・マイナポイント事業にて、自治体が中心となって、地域活性化に繋がる支援をしたい 

・キャッシュレス化で、住民や観光客の利便性を提供し経済消費を増やしたい 

・現金の受渡しを減らし、キャッシュレスでコロナ感染を抑止したい 

・店舗へのキャッシュレス化は、費用と利便性から複数の選択肢が必要 

 

「Anywhere」は、決済端末とセンターを統合的に提供します 
Anywhere とは  

・「Anywhere」は、多くの決済方法に対応しております 

・「Anywhere」の端末のみで、ネット決済がご利用いただけます 

・安価な手数料で、事業者様の負担を軽減しております 

・自治体様の窓口業務、施設利用、コミュニティーバスのキャッシュレス化にも導入できます。 

 （手数料を繰替え処理として対処する必要があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ QR 決済専用端末 A6 もあります 

Anywhere を導入するメリット  

・キャッシュレスを気軽に始められ、地域の活性化に繋がります 

・マイナポイントと連携することで、利用促進が図れます 

・直接、現金を受渡ししないので、コロナの感染防止に有効です 

 

導入自治体名 仙台市「杜の都キャッシュレスタウン」プロジェクト等 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
 

オールインワン決済専用端末 Ａ９ 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 地域 Pay 

企業名 凸版印刷株式会社 

サービスの 

特徴 

1 枚のカードやスマートフォンのアプリだけで複数の決済サービスのキャッシュレ

スな利用を可能にすることで、地域のキャッシュレス化を実現する決済プラットフ

ォーム。商品券等のデジタル化にも対応。                       

サービスの内容 

※図等を活用してサービスの内容をわかりやく説明してくだい 

「地域 Pay」でポイントもマネーもひとまとめに導入。 

「地域 Pay」で実現できること、 

1.商店街お買い物ポイント 

2.地域限定の電子マネー『地域マネー』 

3.プレムアム商品券のデジタル化 

4.プレムアム付観光商品券のデジタル化 

5.給付金。・お祝い金のデジタル化 

6.自治体ポイントのデジタル化（例：ボランティアポイント、健康ポイントなど） 

【参考サイト】https://www.toppan.co.jp/news/2019/05/newsrelease190522.html 

導入自治体

名 

長野県岡谷市様『OkayaPay』 

 

問い合わせ

先 

(担当部署：営業本部公共開発部公共開発 2T・担当者名：柳川達也) 

(郵便番号・住所)：452-0847 名古屋市西区野南町 19 

(電話)052-503-5464 

(e-mail)tatsuya.yanagawa@toppan.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 商品名 paypay 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

スマートフォンを使った決済システム。アプリをダウンロードすること

で、QR コードやバーコードを使って支払いが可能。商店以外に一部自

治体では、税金の支払いも可能になりました。 

サービスの内容 

 

 

導入自治体名 全国多数。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp  
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 企業版ふるさと納税プラットフォーム「river」 

企業名 リバー中部支社（株式会社新東通信） 

サービスの 

特徴 

自治体課題の解決のためのステークホルダーや情報を集めて、全体をコーディネー

ト。地域再生計画書作成から寄付後、事業実行の段階まで総合的にサポート。 

寄付が成立して初めて費用が発生する・成果報酬型のサービスです。 

サービスの内容 

【river】システムとは 

企業版ふるさと納税を活用している・活用しようとしている自治体様に対して、 

地域再生計画の作成から寄付実現後の動きまで総合的にサポートを行うプラットフォームです。 

実施サービス 

・総合戦略に沿った地域再生計画書作成 

・実際の事業プロジェクトスキーム作成 

・寄付企業へのアプローチ 

・寄付後、事業実行のコーディネート 

・サービス提供業者の紹介 など 

【企業版ふるさと納税】とは 

企業版ふるさと納税（地方応援税制）は国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し、 

企業が寄付を行った場合に、寄付額の約 6 割を法人関係税から税額控除する仕組みです。 

 

【river システムを通したプロジェクト】の事例 

 

導入自治体名 
熊本県美里町（上記事例） 

その他、多数自治体様に導入いただております。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) リバー中部支社（株式会社新東通信内）・松山/山下 

(郵便番号・住所) 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3 丁目 16 番 29 号 

(電話) 052‐951‐3831 (e-mail) kigyo-furusato@shinto-tsushin.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 市民サービス向上と事務作業効率化支援（幼児教育・保育の無償化関係等業務） 

企業名 凸版印刷株式会社 

サービスの 

特徴 

令和元年度 10 月から始まった幼児教育・保育無償化について、トータルソリュー

ションを提供し、さらなる市民サービスの向上と事務作業の効率化を支援 

サービスの内容 

■業務運営 

①自治体、民間企業 1200 社以上の業務で培ったノウハウによるマネージメントの実施。 

②自治体様へのエスカレーションを極小化しご担当者様負荷を軽減する業務設計。 

③繁閑差に合わせた最適な人員配置の実施。 

■業務遂行 

①リスクの洗い出し・管理数値の見える化による処理期限の遵守。 

②データのセキュリティレベルに応じた適切な情報管理。 

③オペレータ教育や稼働前の十分なテストにより早期安定稼働の実現。 

■各種管理対策 

①人的側面・設備面での情報保護対策を実施。 

②マニュアルの整備やシステム化により作業の属人化を防止。 

③感染症対策の徹底。 

 

導入自治体名 
仙台市様 

 

問い合わせ先 

(担当部署：営業本部公共開発部公共開発 2T・担当者名：柳川達也) 

(郵便番号・住所)：452-0847 名古屋市西区野南町 19 

(電話)052-503-5464 

(e-mail)tatsuya.yanagawa@toppan.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 AR スマートグラス「AceReal(エースリアル)」 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

AceReal は、ベテラン職員が、オフィスから遠隔地の作業現場を支援するツールです。現場の

作業者は、オフィスからの指示で、的確に作業ができます 

サービスの内容 

 

将来、労働者人口が減少する中、このようなお悩みはありませんかか?  

・現場に精通した職員が減少する一方、若手の担い手が育っていない 

・重い設計図面を現場へ持ち歩くため、作業効率が悪い 

・経験の浅い職員が単独で作業をする場合、現場の職員が不安になってしまう 

 

AceReal なら、現場の映像を共有し、作業の支援ができます 
AceReal とは  

・5G 通信機能を持った AR スマートグラスで、現場とオフィスを映像と音声で繋ぎます 

・ベテラン職員は、複数の現場を管理できるため業務の効率化が図れます 

・現地職員は、ベテラン職員からの指示で、効率的に作業が実施でき 

・マニュアルを AR グラスに表示することができ、視点の移動が少なく現地作業が効率的になります 

 

 

 

 

 

 

 

 

AceReal を導入するメリット  

◆ベテラン職員は、オフィスで複数の現場を 

管理できるため作業効率が上がります 

◆ベテラン職員のノウハウを次世代の 

担い手に効率的に伝承できます 

◆現場とオフィスのコミュニケーションが円滑 

になり作業が効率的になります 

◆重たい設計書やマニュアルを持参する 

必要が無くなります 

 

導入自治体名 東京冷機工業株式会社様 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 名刺 de 商売繁盛 

企業名 
ヤマトシステム開発株式会社 

サービスの 

特徴 

個人管理している名刺を会社で管理・共有が出来る、法人向けクラウド型名刺管理サービス

です。自社データセンターで運用しており、また、何人で使っても基本料金は変わらないので、

全員で安心安全にご利用頂けます。 

サービスの内容 

【名刺取込フロー図】 

 
【名刺 de 商売繁盛の特徴】 

・DX 推進の第一歩としても活用可能 

・10 時間/年かかると言われている、探索時間を削減し働き方改革を実現 
導入自治体名  

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)ソリューション事業部 デジタル BPO 雫/斑目/田島 

(郵便番号・住所) 〒104-6134 東京都中央区晴海 1-8-11 晴海アイランドトリトン

スクエア オフィスタワーY 棟 

(電話) 0120-728-116 

(e-mail) ysd-mdb@nekonet.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 文書交換便追跡サービス(重要社内便追跡システム(クラウド)) 

企業名 ヤマトシステム開発株式会社 

サービスの 

特徴 

バーコードスキャンを用いて行内便の到着状況を確認することが可能です。 

ヤマト運輸の荷物追跡システムの様な追跡が可能であり、文書交換便の行方不明時

には追跡状況の検索でどの施設にあるかを特定します。 

サービスの内容 

【運用の流れ】 

導入自治体名 
足立区役所 

 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)ソリューション事業部 IT ロジサービス 佐藤 

(郵便番号・住所) 〒104-6134 東京都中央区晴海 1-8-11 晴海アイランドトリトンス

クエア オフィスタワーY 棟 

(電話)03-6333-0360 

(e-mail) mt-sales@nekonet.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 LogicalMind SCOPE 

企業名 株式会社マインドシフト 

サービスの 

特徴 

1 日の業務のうちに書類を探すことに時間を費やすことも少なくありません。その

解決策として庁内職員様向けチャットボットの類似文書検索機能をご利用いただ

いております。 

サービスの内容 

【類似文書検索チャットボット「LogicalMind SCOPE」について】 

予め登録した文書同士の類似度を元に多様なフォーマットの文書群から横断的に検索します。 

※Word、Excel、PowerPoint、PDE、TXT に対応 

【特徴】 

・FAQ がなくても、質問の回答候補としてドキュメントの該当ページを直接表示します。 

 例えば 100 ページある PDF でも該当の 21 ページ目をダイレクトに表示します。 

【類似文書エンジンの文書処理機能】 

(1)検索処理：単語に限らず文章による検索も可能です。例えば、お客様からのメールでの問合せ文を

キーに過去の類似した問合せ文を検索できます。 

(2)辞書作成機能：検索処理の機能を補強するために辞書作成機能を装備しています。表記ゆれに対応

するため、類義語を登録して対応することも可能です。 

(3)重要度の補正：ありふれた文要素は無視し、特徴的な文要素を見つけて文書を推薦します。例えば、

社内でよく使われる専門用語は重要度が高くなり、このキーワードが検索対象に含まれると文書推薦

スコアは高くなります。 

導入自治体名 
北九州市・下関市・三重県・長野県 

 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)AI 営業部 吉岡 輝年 

(郵便番号・住所) 〒104-0033 東京都中央区新川 1-16-4 VORT 茅場町イースト 9F 

(電話) 03-3552-6270 

(e-mail) yoshioka.terutoshi@mindshift.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 LogicalMind for LGWAN 

企業名 株式会社マインドシフト 

サービスの 

特徴 

LogicalMind for LGWAN は行政専用ネットワークである LGWAN にて LGWAN-ASP と

して動作する AI チャットボットです。庁内のセキュアなネットワーク環境で、安全

に AI チャットボットをご利用いただけます。 

サービスの内容 

弊社はこれまで、クラウド環境下で AI チャットボットを提供しておりました。自治体における庁内職

員様向けチャットボットの使用においても、以前より「類似文書検索機能を LGWAN から接続したい」

という声を多く伺っておりましたのでご要望に応じて LGWAN-ASP としてサービスを提供できるよ

うにいたしました。既存のセキュアなネットワーク環境で、インターネット網を介さずに LogicalMind

の類似文書検索機能をご利用いただけます。【LGWAN-ASP コード：A831252】 

 

 

 

 

自治体様            LGWAN        LGWAN ASP 

                   

 

 

インターネット  

導 入 自 治 体

名 

長野県 

 

問 い 合 わ せ

先 

(担当部署・担当者名)AI 営業部 吉岡 輝年 

(郵便番号・住所) 〒104-0033 東京都中央区新川 1-16-4 VORT 茅場町イースト 9F 

(電話) 03-3552-6270 

(e-mail) yoshioka.terutoshi@mindshift.co.jp 
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