
オペレーターにやさしい、

業界最軽量、押し圧25ｇの専用キーボード

オペレーターの声をもとに開発された、専用

キーボードです。

ファンクションキーにより、各機能がワンタッチ

で呼び出せます。業界最軽量のキー押し圧

とパームレストにより、疲労軽減に役立ち生

産性の維持に寄与いたします。

Celaviキーボード（JISタイプ） テンキー

スタンドアロン型

Celavi-iWizは、Windows環境で動作するデータエントリー専用アプリケーションです。

お客様の規模や環境に左右されず、快適なエントリー環境を構築することができます。

また、Windows環境ですので、システム構築後も柔軟な運用が可能です。
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※記載内容は改良のため、予告なしに変更することがあります。
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ネットワーク型ワークグループ型

■クライアント■メインサーバー

動作環境ハードウェア要件

※上記動作環境は、動作上での推奨スペックを記載するもので、必ずしも個別の運用に該当するものではありません。別途、弊社営業・技術にご相談ください。

２大連想入力に標準で対応しております。

オペレーター毎に連想方式を設定できま

す。オペレーターのスキルを生かすことが

できます。

表形式入力で、ＣＳＶ形式に簡単に変換

できます。エントリーデータからＣＳＶ形式に

双方向な変換が可能です。

アンケート入力の際、複数回答を１カラム

（２バイト＝16ビット）内に入力できます

カラムバイナリ形式とも呼ばれています。

出力時に変換する必要がありません。

レコードごとにエントリーとベリファイのデータ

を確認することが可能です。

データエントリー作業の検証を行なうことが

でき、業務改善に役立てることができます。

ＫＩＳ・カンテック連想入力 ＣＳＶ変換

マルチパンチ（オプション） ＥＶ比較（オプション）

連想くん０２９（オプション）

Windowsアプリケーション（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ

等）でも連想入力や１タッチのカナ入力、専

用キーボードのご利用が可能です。

連想入力トレーナー

ＡＮＫ入力や連想入力をマスターするため

のトレーニングソフトです。

トレーニングだけでなく、オペレーターの自

己評価にご活用いただくことができます。

スタンドアロンからネットワークまで

規模や環境に合わせた、柔軟なシステム構成

分散型

１台以上 ２～８台 ２台以上 ２台以上

ビギナーからエキスパートまで

プロのシーンに威力を発揮します

Celaviキーボード（029タイプ）

キーがとても軽くて

長時間使っても

疲れにくいんですよ！

イメージエントリーシステム

■イメージサーバー

注１）エラー音は、PC本体内蔵のピーブ音、または、サウンドを使用します。

PC本体にビープ音、サウンドオンの再生機能を持たない機種を選択される場合は、代替としてスピーカー内蔵のモニター又は外付けスピーカーをご利用ください。

項目 内容

OS Windows Server 2019 Standard

データーベース SQL Server 2019 Standard

CPU(推奨) 物理コア数が４個以上

メモリー(推奨) 16GB以上

HDD(推奨)

データベース容量として約100GBを使用

ハードウェアRAID1(ミラーリング)

ホットプラグ＆ホットスタンバイ

電源(推奨) 冗長化電源＆ホットプラグ

備考 OS、SQLのクライアントライセンスが別途必要です

項目 内容

OS(推奨) Windows Server 2019 Standard

CPU(推奨) 物理コア数が2個以上

メモリー(推奨) 8GB 以上

HDD(推奨)

扱うイメージの容量によって決定します

ハードウェアRAID1(ミラーリング)

ホットプラグ＆ホットスタンバイ

電源(推奨) 冗長化電源＆ホットプラグ

項目 内容

OS Windows 10 Pro

CPU(推奨)

物理コア数が２個以上

イメージエントリーを行う場合は４個以上

メモリー(推奨) 8GB以上

HDD Celaviシステムに約1GBを使用

専用キーボード JUKIキーボードUSBタイプ(029配列またはJIS配列)

ＵＳＢポート USB2.0またはUSB3.0×1(専用キーボード接続用)

スピーカー
エラー音(サウンド)を出すには、スピーカー内蔵のモニター

または、PC本体が必要です。（注1）



操作は簡単、誰にでも使える

マウスで直感的に作成できる入力フォーム

高度なプログラム知識が無くても

主要なチェック機能はアプリケーションで提供

必要な桁数分マウスをドラッグし、シフトを選択することで、フィールドが設定できます。

設定したフィールドはマウスで自由に移動できますので、簡単に帳票にあわせたレイアウトが作成できます。

パラメータータイプやレイアウトタイプによる作成も可能ですので、業務に合わせた方法を選択いただけます。

範囲チェック、必須チェックなどの主なチェック機能は、マウス選択や、数値の設定などによって行えます。

郵便番号を利用しての住所入力は、簡単な設定で作成することができます。

プログラム言語の知識が不要となるため、スーパーバイザーの負担軽減や、プログラム作成時間の短縮ができます。

自由な画面設計

充実したイメージエントリ機能（オプション）

エントリーのタッチ数を削減

ＯＣＲと連携して入力作業を効率化

イメージ画像も、イメージのシフトを選択するだけでイメージの表示が可能です。

位置やサイズはマウスで自由に変更できます。

イメージ編集機能で、データのバッチ分け、

切り出しを行います。

マウスでドラッグして範囲を指定することで、

簡単にイメージ切り出すことができます。

＜エントリー支援機能＞

▪先読み機能

次帳票の先頭イメージを表示。

▪串刺し入力

同一項目をまとめ、項目ごとに

バッチ分け。

▪イメージ枠表示機能

カーソル移動に連動して、対象

部分をイメージ枠が移動。

▪フラグバイパス機能

ＯＣＲの結果をシステムにフィー

ドバック。

＜後処理支援機能＞

▪電子付箋機能

不明点の問い合わせ内容を一

覧印字。

ＯＣＲ結果を取込み、エントリーのタッチ数を削減します。

さまざまなお客さまの個人情報をデータベース

で管理する時代。

データの精度、エントリースピードだけでなく、

多品種少量・短納期への対応に向けた、データ

エントリー業務全体の効率化が求められており

ます。

ＪＵＫＩは「もっと効率的」「もっと簡単」

「もっとすばやく」の3つのコンセプトに、

プロ仕様のイメージエントリーシステム

Celavi-iWizでお応えします。

Smart
もっと効率的に

Speedy
もっとすばやく

Simple
もっと簡単に

作りやすい画面

［フォーマット作成画面］ ［エントリ画面］

豊富な関連機能

切り出しも簡単

入力タッチ数を減らす

スキャン＆ＯＣＲ 納品データCelavi-iWiz取込み＆バッチ分け

ＯＣＲを組み込んだ構成の一例

※エントリーのタッチ数は、ＯＣＲの認識率に影響されます。

※データの連携には、カスタマイズが必要となります。

詳しくはお問い合わせください。
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キーボードです。

ファンクションキーにより、各機能がワンタッチ

で呼び出せます。業界最軽量のキー押し圧

とパームレストにより、疲労軽減に役立ち生

産性の維持に寄与いたします。

Celaviキーボード（JISタイプ） テンキー

スタンドアロン型

Celavi-iWizは、Windows環境で動作するデータエントリー専用アプリケーションです。

お客様の規模や環境に左右されず、快適なエントリー環境を構築することができます。

また、Windows環境ですので、システム構築後も柔軟な運用が可能です。

本社 〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1
TEL：042-357-2324 FAX：042-357-2325

大阪営業所 〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田1-3-1-500
TEL：06-4796-6628 FAX：06-4796-6529

2106-E01

ＪＵＫＩ 株式会社
グループ事業カンパニー 営業部

※記載された会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※記載内容は改良のため、予告なしに変更することがあります。
http://www.juki.co.jp/entry/

ネットワーク型ワークグループ型

■クライアント■メインサーバー

動作環境ハードウェア要件

※上記動作環境は、動作上での推奨スペックを記載するもので、必ずしも個別の運用に該当するものではありません。別途、弊社営業・技術にご相談ください。

２大連想入力に標準で対応しております。

オペレーター毎に連想方式を設定できま

す。オペレーターのスキルを生かすことが

できます。

表形式入力で、ＣＳＶ形式に簡単に変換

できます。エントリーデータからＣＳＶ形式に

双方向な変換が可能です。

アンケート入力の際、複数回答を１カラム

（２バイト＝16ビット）内に入力できます

カラムバイナリ形式とも呼ばれています。

出力時に変換する必要がありません。

レコードごとにエントリーとベリファイのデータ

を確認することが可能です。

データエントリー作業の検証を行なうことが

でき、業務改善に役立てることができます。

ＫＩＳ・カンテック連想入力 ＣＳＶ変換

マルチパンチ（オプション） ＥＶ比較（オプション）

連想くん０２９（オプション）

Windowsアプリケーション（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ

等）でも連想入力や１タッチのカナ入力、専

用キーボードのご利用が可能です。

連想入力トレーナー

ＡＮＫ入力や連想入力をマスターするため

のトレーニングソフトです。

トレーニングだけでなく、オペレーターの自

己評価にご活用いただくことができます。

スタンドアロンからネットワークまで

規模や環境に合わせた、柔軟なシステム構成

分散型

１台以上 ２～８台 ２台以上 ２台以上

ビギナーからエキスパートまで

プロのシーンに威力を発揮します

Celaviキーボード（029タイプ）

キーがとても軽くて

長時間使っても

疲れにくいんですよ！

イメージエントリーシステム

■イメージサーバー

注１）エラー音は、PC本体内蔵のピーブ音、または、サウンドを使用します。

PC本体にビープ音、サウンドオンの再生機能を持たない機種を選択される場合は、代替としてスピーカー内蔵のモニター又は外付けスピーカーをご利用ください。

項目 内容

OS Windows Server 2019 Standard

データーベース SQL Server 2019 Standard

CPU(推奨) 物理コア数が４個以上

メモリー(推奨) 16GB以上

HDD(推奨)

データベース容量として約100GBを使用

ハードウェアRAID1(ミラーリング)

ホットプラグ＆ホットスタンバイ

電源(推奨) 冗長化電源＆ホットプラグ

備考 OS、SQLのクライアントライセンスが別途必要です

項目 内容

OS(推奨) Windows Server 2019 Standard

CPU(推奨) 物理コア数が2個以上

メモリー(推奨) 8GB 以上

HDD(推奨)

扱うイメージの容量によって決定します

ハードウェアRAID1(ミラーリング)

ホットプラグ＆ホットスタンバイ

電源(推奨) 冗長化電源＆ホットプラグ

項目 内容

OS Windows 10 Pro

CPU(推奨)

物理コア数が２個以上

イメージエントリーを行う場合は４個以上

メモリー(推奨) 8GB以上

HDD Celaviシステムに約1GBを使用

専用キーボード JUKIキーボードUSBタイプ(029配列またはJIS配列)

ＵＳＢポート USB2.0またはUSB3.0×1(専用キーボード接続用)

スピーカー
エラー音(サウンド)を出すには、スピーカー内蔵のモニター

または、PC本体が必要です。（注1）


