
Overview: 

総括 

Our web-based software manages EHS data across any domestic and global 

corporation. The application, SHE-MIS, has the following standout features: 

私共のWeb-管理のソフトウエアは国内外の企業間の Embedded HTTP 
Server(EHS)を管理することが出来ます。                        

そのアプリケーション SHE-MIS では以下の際立った特性を兼ね備えております。 

•   Web-based, Thin Client Technology  

•  Web 上での管理を行う, シンクライアント（クライアントがハードディスク    
 等を持たず、アプリケーションやデータはサーバ側で管理する。） 

•   Modular Design  

•  モジュール設計 

•   Multilingual  

•  多言語対応 

•   Global Functionality & Deployment  

•  全世界的対応機能とその展開 

Web-Based, Thin Client Technology 

ウェブ管理の シンクライアントテクノロジー（クライアントがハードディスク    
等を持たず、アプリケーションやデータはサーバ側で管理する。） 

SHE-MIS does not require additional software on your PC. There is no complex, 

expensive software that needs to be installed or maintained on your PC. No Java 

applets, Windows DLLs, or browser plug-ins are necessary for this "thin" client 

architecture. As upgrades are provided, they are applied to server - IT/IS does not 

need to upgrade each user's PC/laptop. This provides significant IT cost and resource 

savings. 

SHE-MISアプリケーションはあなたのPCに追加のソフトウエアを必要としません。              

尚、複雑で高価なソフトウエアをあなたのPCにインストールする必要もありません。             

また、JAVAアプレット(JAVA言語) ・Windows DLLs （汎用モジュール） またブラウ

ザ・プラグインも不要です。



Modular Design 

モジュール設計 

Purchase only the module(s) that fit your immediate need. Start with a single module 

- or a combination of modules to meet your current needs and add modules as your 

needs change and grow. All of the modules are completely integrated and reside on a 

single database. This offers significant cost savings, data integrity and simplicity. 

あなたが今必要とする事項に合うモジュールを購入するだけです。 先ず初めに、今

あなたの必要性に見合うシングルモジュールまたは連結モジュールをスタートさ

せて、若し更に変更やグレードアップが必要であればモジュールを付け加える

だけです。全てのモジュールは統合され単体のデータベース上で存在し続けま

す。この機能は甚大なコスト削減、データ統合、簡素化を容易にする機能を与

えました。 

Multilingual 

多言語機能 

SHE-MIS supports over 40 languages, including two-byte characters such as 

Japanese and Chinese. Contact us for a detailed list of the supported languages. 

アプリケーションSHE-MIS は40言語に渡るサポートが可能です。日本語・中国語

などの２バイト文字も含みます。 なお、サポート言語の詳細一覧につきましては 私

どもにお問合せください。 

Global Functionality and Deployment 

全世界的な機能と展開 

Corporations use SHE-MIS to comply with governmental regulations in over 40 

countries including their own internal requirements. Extensive research and input 

from our clients has ensured that SHE-MIS meets the needs of global corporations. 

企業は内部的な要求も含めて、40 カ国の各国の法令を遵守する観点からもこのアプ

リケーション SHE-MIS を使用します。 広範囲の調査や私共のクライアントからの意

見やアドバイス等により私共はこのアプリケーションSHE-MISは国際企業のニーズに

合ったものであると確信しました。 



SHE-MIS provides the flexibility you need to configure the system to fit your business, 

regulatory or users' needs without the having to incur the costs of customizations. 

アプリケーション SHE-MIS はカスタマイズによるコストの影響を負う事無く、あなたの

ビジネスを調整し、ユーザーのニーズに合ったシステムを作り上げる為に必要な適応

サポートを行います。 

 

 

 


