
参加無料／セミナー事前予約制ご招待

Solution Mall 2015 
in NAGASAKI

お客様各位

謹啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。この度、弊社では『 Solution Mall 2015 in NAGASAKI』を開催する
運びとなりました。市場環境が目まぐるしく変化するなか、各企業様におかれましては本来事業の業績向上と、社会的責任の両立を求
められる等、一層の経営成果創出が求められています。

皆様のお困りごとを解決するソリューションとして弊社が注力している「 働き方変革ソリューション、業務・業種ソリューション、
マイナンバーソリューション、顧客関係性強化のソリューション 」などを是非ご確認いただき、皆様のビジネスのヒントにしていただ
ければ幸いです。

ご多忙とは存じ上げますが、弊社社員一同心よりご来場をお待ちしております。
末筆ではございますが、貴社益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

日 時 ： 2 0 1 5 年 1 2 月 9 日 （ 水 ）

お申込み方法 下記のいづれかの方法にてお申し込みください。

① 別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。

②弊社ホームページ内お申込みサイトより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

富士ゼロックス長崎ホームページ http://www.fujixerox.co.jp/nsx/

【 展示・デモ 】 10：00 ～ 18：00

【 セ ミ ナ ー 】 10:00 ～ 16：45

会 場： 長 崎 港 松 が 枝 国 際 タ ー ミ ナ ル ビ ル

長 崎 市 松 が 枝 町 ７ 番 １ ６ 号

ＴＥＬ：０９５-８９５-９５１２

主 催：

交通のご案内

路面電車 ／ 大浦海岸通下車 徒歩３分

バス ／ グラバー園入口 徒歩２分

マイカー ／ 国道499号大浦署前交差点より入り、

大浦警察署横に駐車場がございます（有料）。

満車の場合は近隣の駐車場をご利用ください。

富士ゼロックス長崎

ホームページ

Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

参加無料／セミナー事前予約制ご招待

セミナープログラムガイド

ヴイエムウェア株式会社

ゼネラルビジネスSE統括部 パートナーSE部

アソシエイトシステムズエンジニア

川崎 一青 氏

株式会社ＮＩコンサルティング

コンサルティング本部 リーダー

野呂 太祐 氏

富士ゼロックス九州株式会社

ソリューション･サービス第1営業部

冨吉 直美

～まだ間に合う！マイナンバー対応準備～

マイナンバー取得管理支援パッケージで始める簡単環境構築

いよいよ通知カードの配布が始まったマイナンバー制度ですが、ニュース報道でも伝えられる通りその対応は多くの企業で

遅れているのが実態であり「対応しなければならないのは理解しているが、どうやって対応していくのが良いかが分からな

い」、「できるだけ手間やお金をかけずに対応したい」といったお声をよくお聞きします。

マイナンバー制度への対応は、単に番号を集めて管理するという単純なものではなく、絶対に漏えいの許されない特定個人

情報を、極めて安全な手段・方法で収集し、安全な環境で保管・管理することが求められており、それゆえに事前に万全の対

応環境の構築やルールづくりを短い時間で対応する必要があるといます。

このような状況の中、対応検討中・未対応といったお客様にお役立ちできる情報として、富士ゼロックス「マイナンバー取

得管理支援ツール」のご案内を中心としたセミナーを開催させていただきます。

当製品は、簡単操作のツール群と取扱規定・運用手順書の雛型をパッケージにしており、面倒なこれらの文書作成も短時間

で行なっていただけるものとなっています。

セミナーにおきましては、当パッケージのご紹介だけでなく、既にご導入いただいたお客様での事例から、その選定理由・

御採用のポイントなどもわかりやすく御紹介させていただきます。

お勧め ・経営者/人事部門責任者 ・人事/給与担当者

本セミナーでは、業績向上のための営業力強化にフォーカスし、「戦略的営業」をキーワードにした営業組織力の向上及び、

経営改革を実現する為の具体的手法をお伝え致します。

私どもが24年、3700社超の営業改革現場での実績から積み上げた実践ノウハウであり、机上の空論や付け焼刃の借り物では

ありません。 貴社の営業力強化に必ずやお役にたてる内容として、絶対の自信を持ってお伝え致します。

・御社の営業活動は戦略的ですか？

・戦略ストーリーを仮説検証せよ

・パートナーシップ型営業へ 他

本セミナーでは、パブリッククラウドもしくはオンプレミスと連携したハイブリットクラウドをご検討される方に対し、

VMwareのクラウドサービス「VMware vCloud Air」の概要と特徴を最新の動向・情報を交えてご紹介します。

また、仮想デスクトップをサービスとして提供する「VMware Horizon Air」について、仮想インフラへの初期投資が必要な

く、管理も簡素化できる魅力をお伝えします。

あなたの営業を戦略的に変えるたったひとつの習慣

～ 新時代のインフラ基盤～

仮想化およびクラウド活用の最前線のご紹介

お勧め ・経営者/営業部門責任者

お勧め ・システム部門責任者/システム部門担当者

① 10:30～11:30 受付開始 10:00

② 13:30～15:00 受付開始 13:00

③ 15:30～16:30 受付開始 15:00

事前予約制

テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先：
富士ゼロックス長崎（株）ソリューションサポートグループ
担当：高野・橋本
電話：０９５－８２２－３３３０

＜定員40名＞

＜定員40名＞

＜定員40名＞



展示内容など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 展示内容など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください

マイナンバー取得管理支援ツール

富士ゼロックス

マイナンバー制度対策

マイナンバーの取得と管理

マイナンバー管理システム

カシオヒューマンシステムズ株式会社

技術的安全管理措置

入退室管理システム 鍵管理システム

株式会社 クマヒラ

MSシュレッダー 「MSX-F65」「MSD-F31MF」

株式会社 明光商会

IDカード・ICカード発行システム

富士フイルム イメージングシステムズ株式会社

中・小規模向 ネットワークカメラ 「iNEXシステム」

株式会社ドッドウエルビーエムエス

ネットワークアウトソーシングサービス 「beat」

IT環境運用支援サービス （IT資産管理・IT監視運用）

富士ゼロックス

物理的安全管理措置

指紋認証ソリューション「EVE FA」「EVE MA」

扇精光ソリューションズ株式会社/株式会社ディー・ディー・エス

機密ファイル保護・監視システム「DataClasys」

個人情報検出ツール「P-Pointer」

株式会社ネスコウイング

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」

Sky株式会社

静脈認証装置「PalmSecure」

イメージスキャナ「ScanSnap ix５00」

株式会社富士通パーソナルズ

PC操作ログ収集「MylogStar」デバイス制御「DeviceLock」

株式会社ラネクシー

かんたん複合機ソリューション

「DocuWorks８」「DocuWorks トレイ 2」

「DocuWorks トレイ 文書追跡サービス」 「WorkingFolder」

富士ゼロックス

暗号化ソフト「FainalCord」メールセキュリティ「m-FILTER」

Webフィルタリングソフト「i-FILTER」

デジタルアーツ株式会社

新しい働き方

経営コンサルティング

現場営業をアシストする電子秘書SFA「 Sales Force Assistant 」

高機能グループウェア 「NICollabo Smart」

株式会社ＮＩコンサルティング

iPad用地図連携アプリ「ぱっと！地図」

iPad用販売支援アプリ「ぱっと！ORDER」

株式会社日本ビジネスソフト

iPad、iPhone、Windowsタブレットによる

ペーパレス『現場帳票』記録・報告・閲覧ソリューション

「ConMas i-Reporter」

富士ゼロックス

マイクロソフトWidowsタブレット 「Surface Pro3」

SIMフリー端末タブレット、スマートフォン「HUAWEI」

ダイワボウ情報システム株式会社

最新電子オフィス文具、オフィス家具のご紹介

有限会社ナンポウ

ビジネスアプリ作成プラットホーム「kintone」

グループウエア「サイボウズOffice10」

サイボウズ株式会社

プリント・オンデマンド

DTP向けプロダクションプリンター「DocuColor 7171 P」

富士ゼロックス

卓上型多目的光沢加工機

株式会社ムサシ

オンデマンド卓上カッター 「PCM-15」

インターテクノ株式会社

テーマ別展示コーナーガイド

無停止型サーバー「ftServer」

日本ストラタステクノロジー株式会社

IT経営基盤とセキュリティー

ファイアウォール・アプリケーション制御ファイアウォール

「Palo Alto Networks PAシリーズ」

ネットワンパートナーズ株式会社

法人向け回線 その他インターネットサービス

株式会社長崎ケーブルメディア

旬のソリューション

免税販売支援システム「InboundWorks TaxFree」

訪日外国人コミュニケーション「多言語表示クラウドサービス」

株式会社サトー

テレビ会議・ビデオ会議システム「HDコム」

パナソニックシステムネットワークス株式会社

ハイブリッド クラウド「v Cloud Air」

クラウドホスト型デスクトップ＆アプリケーション「Horizon Air」

ヴイエムウェア株式会社

.LED＆レーザープロジェクター

インタラクティブホワイトボード

カシオ計算機株式会社

スタンドアロン型ファイルバックアップ「Air Back」

集中管理型 ファイルバックアップ「Secure Back」

株式会社アール・アイ

助成金ご相談コーナー

富士ゼロックス九州

インターネットオーダー＆デリバリーサービス「E-QIX」

富士ゼロックス

業種別ソリューション

製造業

Web統合情報管理システム「ArcSuite Engineering3.0」

図面共有・生産指示業務支援ソリューション

図面差分検出ボックス2

富士ゼロックス

安全運転エコドライブ支援システム「ECO-SAM」

株式会社トワード

図面共有・生産指示業務支援ソリューション

図面差分検出ボックス2

富士ゼロックス

建設業

3D建築CADシステム「ARCHITREND ZERO」

福井コンピューターアーキテクト株式会社

DocuWorks入力支援ソフト「PenCreative Field」

PDF図面レビュー・共有ソリューション「Bluebeam」

株式会社ワコム

医療

診療記録統合管理ソリューション

「Apeos PEMaster ProRecord Medical」

医療機関向けDocuWorksプラグインソフト

「クリニックレコード」

富士ゼロックス

文教・教育

マルチメディアコンテンツマネージメントシステム

「MediaDEPO」

学習業務支援システム「授業支援ボックス」

富士ゼロックス

公共・官公庁

帳票台帳連携ソリューション「Record Link 1.0」

富士ゼロックス

大判プリンター「SC-T32MFJH」

スマートヘッドセット「MOVERIO Pro BT-2000」

ビジネスインタラクティブプロジェクター「EB-1430WT」

エプソン販売株式会社

◆アプリのインストールの手順（①、②のどちらかでインストールしてください。）

インストールを実行

SkyDesk Media Switchを検索

インストールを実行

App Store/Google Playにアクセス

1

2 QRコードアプリを立ち上げ、読み取る

Android

DHC_P

DHC_P

DHC_P

NSXデモ

アプリを実行

◆アプリのご利用手順

コレクション検索で「NSXデモ」
を入力

カメラアイコンをタップして
撮影モードに移動

画像全体がガイドの中に
入るように撮影

DHC_P当イベントの展示ブース・セミナーのコンテンツへ

この案内状からアプリを使ってアクセスすることができます。

Cross Media Service
SkyDesk Media Switch

IT基盤ソリューション

株式会社ピー・ビーシステムズ

基幹システム「応研 大臣シリーズ）」

原価管理システム「どっと原価」

絆データーシステム株式会社

デジタルペーパー「DPT-S1」

ソニービジネスソリューション株式会社

アクセスポイント「SonicPoint」

統合バックアップ「AppAssure」

次世代ファイアウォール「TZシリーズ」

デル株式会社

AmiVoice議会議事録作成システム

ネットワークセキュリティー「カスペルスキー」

エコー電子工業株式会社


