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参加無料／セミナー事前予約制ご招待

Solution Mall 2017 
～働き方変革 in 長崎～

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 201７ ～働き方変革in長崎～』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、社会的責任の両立等、一層の経営成果創出が
求められています。

そんなビジネス環境の中で、今ひときわ注目を集めているのが、“働き方変革”です。

当イベントでは皆様のお困りごとを解決する働き方変革を「効率よく仕事する」「創造性を発揮する」「組織と人材を強化する」の3つ
の視点で、ご紹介いたします。

是非、中面をご確認いただき、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 7 年 1 月 2 0 日 （ 金 ）
【展示・デモ】10：00 ～ 18：00

【セミナー 】10：00 ～ 16：30
会 場：長崎市チトセピアホール

長崎市千歳町５ １

ＴＥＬ：095-842-2700

主 催：

交通のご案内

路面電車／千歳町電停より徒歩2分

バス／若葉町バス停下車徒歩2分

住吉バス停下車徒歩5分

マイカー／チトセピア駐車場（有料）

満車の場合は近隣の駐車場をご利用ください。

参加無料／セミナー事前予約制ご招待

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・緒方
電話：０９５－８２２－３３３０

お申込み方法
FAX：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。

WEB：弊社ホームページよりお申し込みください。 http://www.fujixerox.co.jp/nsx/

セミナープログラム

① 10:30～11:30 受付開始 10:00

事前予約制

＜定員40名＞

Security Insight ～ユニファイド・セキュリティ時代のアプローチ～
株式会社シマンテック
ソリューションパートナー営業部
セキュリティ・エバンジェリスト

鴫原 祐輔氏
ワークスタイルが変わり、クラウドサービスの利用も活発化していく中で、企業はどのようなセキュリティ
対策環境を構築していくべきなのか、最新の対策手法を交えながらシマンテックのベストプラクティスをご紹
介します。

【講師紹介】
複数の政府機関において業務・システム最適化計画の仕様策定や構築・運用業務にコンサルタントとして従事。
サイバーテロ対策関連業務やセキュリティを中心とした業務等を中心に活動する。2012年からはシマンテッ
クにて富士ゼロックスグループとの協業ビジネスを推進する現場責任者に着任。現在は国内における様々なセ
キュリティの脅威情報の発信やその対策について啓発を行うセキュリティ・エバンジェリストとしても活動し
ている。

② 13:30～14:30 受付開始 13:00＜定員40名＞

実現可能な「働き方変革」
富士ゼロックス株式会社
マーケティング部 統合マーケティング推進室
ITサービス推進グループ

狩野 良太
政府が主導する「働き方改革」はコンセプト主導から実現可能なアプリケーションとして黎明期を迎えました。
富士ゼロックスでは業務効率化の一環として「働き方変革」を実施し、テレワークによる在宅勤務支援制度を
導入しております。
モバイルPCなど仕組みの導入に加え、制度の改定など様々な試行錯誤を行い「働き方変革」に取り組んで参
りました。
このような失敗・成功体験から「働き方変革」はポイントをおさえることで企業規模にかかわらず実現可能で
あると考えております。
本セミナーでは実現可能な「働き方変革」をご紹介させて頂きます。

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。

〒850-0033 長崎市万才町3-5 朝日生命長崎ビル Tel 095-822-3330

http://www.fujixerox.co.jp/nsx/

② 15:30～16:30 受付開始 15:00＜定員40名＞

富士ゼロックス長崎が取組む新たな地域創生活動について
富士ゼロックス長崎株式会社
マーケティングサポート部

成冨 憲一
富士ゼロックス長崎が長崎県壱岐市と地方創生に向けた連携協定を締結した「壱岐なみらい創りプロジェク
ト」。
同プロジェクトは、当社と壱岐市が協働してプロジェクトの構築・運営を担い、市や島内の住民・企業・団
体・学生などが幅広く参加して、対話や体験を通じて地域の発展、産業創出、文化保護、人材育成などに結び
付ける活動を展開することを目的としています。
これまで当社が取り組んでまいりました壱岐市における地域・産業の発展と人材育成についての内容をご紹介
することとともに、新たな地域創生モデルについてご提案を致します。



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。

「効率よく仕事する」

・かんたん複合機ソリューション
複合機とDocuWorksやクラウドサービスとを繋ぐことで、これまで面倒
だった作業や業務を簡単にできるようになり、お客様の一連の業務の流れを
止めずに本来業務に打ち込めます。
＜主な商品＞業務別らくらくスキャン/DocuWorks/WorkingFolder

・DocuWorks ソリューション
複合機を活用した文書の電子化に取り組むお客様が増えておりますが、一方
で人による作業のばらつきなど改善しなければいけない問題の声も多数お聞
きしております。本ブースではDocuWorksを活用して取り組める、かんた
んな文書管理や作業改善の方法をご紹介いたします。
＜主な商品＞DocuWorks 8/DocuWorks業務支援ソリューション

・オフィスあんしんオンラインオフィススイート
マイクロソフトOfficeだけでなくグループウエア、メール、Web会議、など
Office 365サービスをベースに、富士ゼロックス商品として「ヘルプデスク
サポート」「月額自動更新」「請求書発行」などを提供するクラウドサービ
スです。 /ソフトバンク コマース＆サービス株式会社

・ビジネスアプリ作成プラットホーム「kintone」
kintone（キントーン）は、開発の知識がなくても自社の業務に合わせた
業務アプリを直感的に作成、共有できるクラウドサービスです。
・グループウエア「サイボウズOffice10」
延べ 50,000 社以上のお客様にご利用いただいている定番グループウェ
アです。国内において10年連続シェア No.1 を獲得するなど、高い評価
をいただいています。 /サイボウズ株式会社

・Dr.SumEA/MotionBoard
ビジネスのスピードアップや価値創造にデータ分析は欠かせません。誰も
が即座に事業や業務を取り巻く“数字”を理解し、スピーディな状況把握
から次の一手につなげられるBIとIoTダッシュボードを富士ゼロックスの
活用事例も合わせてご紹介します。
ウイングアーク1st 株式会社 / 富士ゼロックス

・土木原価管理システム「ミヤシステム」
リアルタイムな原価管理をかんたんな日報入力で実践するシステムです。
作業の出来高をグループ単位で簡単にとらえられる手法を用いることで、
現場における原価管理の不安を解消します。 /ミヤシステム株式会社

・ワークフローシステム「X-point」
いままで使い慣れた書類のままワークフローを電子化することで、承認速
度を上げ、書類を検索できるシェアNo.1ワークフローシステムです。
株式会社エイトレッド

・食品製造加工業・食品卸業向け総合販売管理システム「懐刀ＰＬＵＳ」
食品製造加工･卸である荷姿管理や賞味期限管理、EOS／EDI／流通BMS
対応、場所ロット在庫管理、製造管理が一元化できる総合販売管理システ
ムです。 /株式会社三友

・基幹業務パッケージ「奉行i10シリーズ」「大臣シリーズ」
中小企業で高いシェアを持つ基幹業務パッケージです。お客様のニーズに
合わせて最適な基幹システムをご提案します。
絆データーシステム株式会社

・FutureStage ハイブリッド生産管理システム
個別受注生産型と繰返し生産型の機能を併せ持ったモデルでお客さまの業
務に柔軟に対応する生産管理システムです。株式会社九州日立システムズ

・最新タブレット・スマートホン
ビジネスシーンで活躍するWindows Phone 「 VAIO Phone Biz 」や
最新のスマートデバイスを展示いたします。
ダイワボウ情報システム株式会社

テーマ別展示コーナーガイド

「創造性を発揮する」「組織と人材を強化する」

・「Print On Demand を活用したコミュニケーション」
外注されている印刷物を、Print On Demand を活用してオフィスで取
り込むことで、少ない工数で完結でき、在庫レスでの印刷物管理工数の削
減（省力化）や、お客様ごとのニーズに合わせたバリアブル印刷で効果的
なプロモーション（増力化）が展開できます。
＜主な商品＞プロダクションプリンター

・テレビで話題となった川島教授監修「いきいき脳体操」
法人向け感情認識ヒューマノイドロボット「Pepper for Biz」
高齢者向けの脳トレーニングを、話題のヒューマノイド「Pepper for 
Biz」がサポートします。
エコー電子工業株式会社

・３Dプリンタ＆３Dスキャナ
近年、活用分野が広がる３Dプリンター。高性能な国産３Dプリンターを
是非ご覧ください。
株式会社ムトーエンジニアリング

・ UAV（ドローン）＋ 3D解析
話題のUAV（ドローン）を活用して点群データや空中写真から３Dデー
タを作成するソリューションです。
扇精光ソリューションズ株式会社

・スキャン図面の編集加工「VPHybridCADシリーズ」
スキャニングした図面をCAD編集と同様の感覚でラスターデータを操作
し、効率的に編集加工するラスターCADです。
株式会社デジタル・イーテック

・バーチャル空間体感システム 「ARCHITREND VR」
住宅プレゼンは「見る」から「体感する」へ・・・
ARCHITREND ZERO作ったプランが、そのままバーチャル・モデルハ
ウスとなってお施主様をお迎えします。よりリアルに、より新しく、最先
端の住宅提案を体感いただけます。
福井コンピュータアーキテクト株式会社

・地方創生活動のご紹介ブース
富士ゼロックス長崎は壱岐市と連携協定を締結し、地域・産業の発展と人
材育成に貢献するとともに、日本の離島における新たな地域創生モデルを
構築し、壱岐市の活動を全国に発信することを目的に「壱岐なみらい創り
プロジェクト」を推進しております。当ブースでは推進している取り組み
をご紹介いたします。

・経営革新計画・経営力向上計画ご相談ブース
富士ゼロックス長崎では経営革新計画のほか、補助金・助成金、減税措置
（生産性向上設備投資促進税制）についてもご相談お待ちしております。

・セキュアネットワークアウトソーシングサービス「beat」
強固なセキュリティー機能と高度なネットワークを実現する拡張性に加え、
アウトソーシングによる運用管理で、安心・簡単・便利なネットワーク環
境をワンストップかつ低コストで実現するサービスです。

・企業 団体向け クライアント運用管理ソフトウエア「 SkySEA 」
クライアントPCをはじめ、さまざまなIT機器やソフトウェア資産を一元
管理することで運用管理を支援し、より安全な情報漏洩対策やIT資産の有
効活用をお手伝いするソフトウェアです。 /Sky株式会社

・次世代ファイアウォール「 PaloAlto PAシリーズ」
世界初のアプリケーションやユーザー毎の通信の可視化や制御機能を搭載
した次世代ファイアウォールです。 /ネットワンパートナーズ株式会社

・ハイパーコンバージドソリューション「 Nutanix」
サーバとストレージを統合し、仮想化基盤に必要な要素を2Uの筐体に搭
載したモジュラー型のハイパーコンバージドインフラストラクチャソ
リューションです。 /ソフトバンク コマース＆サービス株式会社

・入退出管理 就業システム
部外者侵入規制と履歴管理でセキュリティ対策を強化。就業システムでは
出退勤データを正確に記録し労働時間を適切に管理いたします。
アマノ株式会社

・次世代セキュリティカメラシステム「DirectIPシステム」
ネットワーク監視システムのために最適化された独自の通信プロトコルで、
アナログシステムのように導入しやすく、Full HD画質の映像をネット
ワーク経由でリアルタイムに処理します
株式会社ドッドウエルビーエムエス

・顔認証システム導入セット
ネットワークカメラで人物を特定し、入退出管理やリピーター顧客の来店
通知、万引き常習犯対策に活用できます。
扇精光ソリューションズ株式会社

・統合脅威管理アプライアンス「FortiGate」
世界一のシェアを有するUTMです。お客様に合わせて柔軟にご提案いた
します。 /SCSK株式会社 ダイワボウ情報システム株式会社

・ Cisco Meraki クラウド管理型ソリューション
機能が豊富で操作の容易なMeraki クラウド アーキテクチャにより、世
界中のお客様のビジネスにおける新たな問題の解決と運用コストの削減を
実現します。
・ Cisco Start シリーズ
IT 専任者がいない中小企業向けに、世界が認める品質とサポートを手軽
な価格で実感いただけるネットワーク機器群です。
ダイワボウ情報システム株式会社




