ソリューション＆サービス 体感・体験フェア 2014

ごあいさつ
拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご厚誼を賜り心より御礼申し上げます。
企業活動においては、ビジネスモデルの大きな変化が見られ、更なるコスト体質の強化
とスピード感が求められているなど、私たちを取り巻くビジネス環境は絶え間なく変化
を続けています。
さて、この度弊社では2014年新春を迎えるにあたり、ドキュメントサービスとドキ
ュメントソリューションの領域のプロフェッショナルとして、お客様の課題解決のパー
トナーでありたいと願い下記の通りフェアを開催する運びとなりました。
フェアでは、富士ゼロックス千葉が提案するワークスタイルの変革を実現する為にパ
ートナー企業様と連携してお客様の現状の課題解決のみならず、将来へ向けた経営課題へ
のヒントを得て、お客様の経営にお役立て頂ければ幸いです。
ご繁忙の折から誠に恐れ入りますが何卒ご来臨賜りますよう謹んでご案内申し上げます。
敬具

富士ゼロックス千葉株式会社
代表取締役社長

鈴木 義治

セミナープログラム
セミナーⅠ

13：30～14：50

またあなたから買いたい！カリスマ新幹線アテンダントの一瞬で心をつかむ技術
東京-山形・新庄間約3時間半で25万円以上売り上げる､山形新幹線つばさ号カリスマ
車内販売員。その日の客層や天候に合わせ､お客様のニーズに合致した商品を揃え､見
事な接客術で商品を売り切る。
現在、社員研修をはじめ各地で講演を実施。営業・販売担当者にとって大切な要素満
載の講演が好評。
■職歴・経歴
1973年 ７月 東京生まれ
1992年 ４月 短期大学入学
株式会社日本レストランエンタプライズ（旧・日本食堂）にてアルバイトを開始
1994年 ３月 短期大学卒業
1994年 ４月 二つ目の短期大学へ入学
1996年 ３月 二つ目の短期大学卒業
2007年12月 株式会社日本レストランエンタプライズ アドバイザー
■著書
『あなたから買えてよかった！』（徳間書店）
『また あなたから買いたい！』（徳間書店）

セミナーⅡ

株式会社日本レストランエンタプライズ
アドバイザー

齋藤

泉 氏

15：30～16:50

99%の人がしていないたった1％の仕事のコツ
～すぐに効果の出る、効率的な仕事の進め方～
現役組織人として、すべて実践に基づいた実行可能な仕事のコツや組織変革のコツを
伝授。複数組織を渡り歩き、多くのクライアント企業のカルチャーにも接した経験か
ら多様な組織での課題解決を提供できる。『99％の人がしていないたった1％の仕事
のコツ』は発売5ヶ月で24万部を超えるベストセラーに。
■ 職種・経歴
1973年 岐阜県生まれ
1997年 東京大学文学部を卒業
現在、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 シニアマネジャー。
大手広告代会社、外資コンサルティング会社等を経て、2002年から2013年までグ
ローバル大手IT企業日本法人のコンサルティングサービス、人事部門、専務補佐、若
手育成部門リーダー、サービス営業などを歴任。大企業グループ向けを中心に複数社
の人事制度改革やコミュニケーション改革、人事育成、組織行動改革などを推進。
■著書
『99%の人がしていないたった1%のリーダーのコツ』（ディスカヴァー21）
『99%の人がしていないたった1%の仕事のコツ』（ディスカヴァー21）
（2013年6月時点で40万部を売り上げ、2013年ビジネス書大賞書店賞、第4回オーディオブックアワード審
査員特別賞を受賞。2013年ビジネス書大賞書店賞、第4回オーディオブックアワード審査員特別賞を受賞）

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社
シニアマネジャー

河野

英太郎

氏

セミナー／DocuWorks体験塾／プレゼンコーナーセッション タイムテーブル

セミナー会場

展示会場
DocuWorks体験塾

プレゼンコーナー

セッション

1 ．モノづくり現場を支えるソリューション基盤

13:00

13:20～13:40

富士ゼロックス株式会社
* D-4ブース連動セッション

セミナーⅠ
1 3 : 3 0 ～1 4 : 5 0

1 回目
14:00～14:20

齋藤

14:00

泉 氏

２．i Phone ・i Pad 新しい発想がワークスタイルを変える
14:20～14:40

2回目
14:30～14:50

ソフトバンクモバイル株式会社
* B-1ブース連動セッション

3 ．Sk yDe sk で実現する売上向上のための営業日報活用
14:50～15:10

3 回目
15:00～15:20

* A-2ブース連動セッション

４．原価低減を実現する標準化活動と部品材料の集約化

15:00

15:20～15:40

4 回目
15:30～15:50

セミナーⅡ

* D-5ブース連動セッション
15:50～16:10

5 回目
16:00～16:20

河野

富士ゼロックス株式会社

５．Sk yDe sk で実現する売上向上のための営業日報活用

1 5 : 3 0 ～1 6 : 5 0

16:00

富士ゼロックス株式会社

英太郎 氏

富士ゼロックス株式会社
* A-2ブース連動セッション

６．今日から始める業務改善クラウド“k i ntone ”
16:20～16:40

6 回目
16:30～16:50

サイボウズ株式会社
* C-1ブース連動セッション

7 回目
17:00～17:20

７．営業力強化をクラウドから支えるOffi c e 3 6 5

17:00
8 回目
17:30～17:50

17:20～17:40

日本マイクロソフト株式会社
* B-4ブース連動セッション

※プレゼンコーナーセッションは事前予約制ではありません。
※テーマ・講師・時間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。

DocuWorksを使ったソリューション体験塾のご案内

毎回 12名様 限定でＤocuWorksを活用した業務改善を体験してい
ただけます！（20分／回

※内容は毎回同様です）

お客様や業者様とのやりとり、部門間の情報伝達がなかなか迅速に行われない
というお悩みを抱えていらっしゃいませんか？
今回、モバイルやクラウドを活用した、最適なコミュニケーション環境の提供
による、経営課題・業務課題の改善を皆様に体験していただきます。
核となるのは、2013年夏、バージョンアップした「DocuWorks８」。それ
に弊社クラウドサービス「Working Folder」と「トレイオプション」を組み
合わせ、ペーパーレスで迅速・確実にコミュニケーションがとれる事を体感し
て頂きます。
「DocuWorksはPCに入っているけど、どのように使ったらいいかわからな
い」「会社に紙があふれているけど、どこから手をつけていいかわからない」
「モバイルやクラウドって良く聞くけどどんな風に仕事に使えるの」といった
疑問をお持ちの方に、具体的に業務の中での活用方法をご提案いたします。
業種・業務を問わず、全てのお客様でお役に立てる事をご紹介いたしますので、
ぜひお立ち寄り下さい。

展示ブースのご案内
複合機連携ワークスタイル変革ゾーン

A-1

A-5

Working Folder
富士ゼロックス株式会社

Working Folderは富士ゼロックスのクラウドサービスです。
インターネット上のデータセンターを月額課金制でご利用いた
だけますので、自社でサーバーを構築するよりも手軽に導入で
き、システム管理者がいなくても安心して運用できます。また
出張先・外出先など、いつでもどこからでもアクセスできます。
さらには複合機やDocuWorks、モバイル端末と連携すること
で、さまざまな活用が可能です。ぜひ、体感して下さい！

A-2

Sky Desk
富士ゼロックス株式会社

SkyDeskは、営業活動支援を中心に多彩なビジネスアプリケー
ションを提供するパブリック・クラウドサービスです。名刺管
理、顧客情報管理だけでなく、社内、社外の情報共有まで、ビ
ジネスユースに必須のアプリケーションを備えています。ワン
ストップで多様な機能を備え、共有範囲を明確にすることで情
報共有も安心。信頼してご利用いただける環境を提供します。
ぜひ、体験して下さい！

A-3

新フルカラー複合機「Apeos Port-V C」シリーズ
富士ゼロックス株式会社

2つのカメラを搭載した「Smart Welcome Eyes Advance」
により近づいてくるユーザーを検知・顔認証し、すぐに操作で
きるようになりました。新しい操作性「フリック/ドラッグ」
に対応し、直観的に操作可能。また静音性もさらに向上させ快
適なビジネス環境を提供をします。もちろんクラウドサービス
やモバイル連携も簡単で 素早い情報共有が可能です。 ぜひ、
体験して下さい！

A-4

紙文書による情報伝達の見直し・最適化を。
業務プロセス支援ソリューション（受発注業務）
富士ゼロックス株式会社

紙FAXやメールなどさまざまなルートから入ってくる煩雑な注
文書の扱い・関連部門への情報伝達などにお困りではありませ
んか？ 受発注業務における一連の流れを、実際の事例に基づ
いて最適化した「業務プロセス支援ソリューション」をご紹介
します。電子化・自動化・標準化により確実・迅速な受発注処
理をサポートし、納入リードタイムを短縮・営業のお客様接点
時間増大など、経営課題解決に向けたお役立ちメニューのご紹
介をデモを通じて確認いただきます。

SmartPromotion
富士ゼロックス株式会社

お客様の購買意欲を高める販促用印刷物の「作る」プロセスか
ら「使う」、そして、利用ログで「活かす」までをトータルで
支援する富士ゼロックスのクラウドサービスです！

展示ブースのご案内
クラウド／モバイルソリューションゾーン

B-1

iPad連携 効果抜群！
iPad ペリフェラル ＆ モバイルソリューション

B-5

ソフトバンクBB株式会社
ソフトバンクモバイル株式会社
ビジネスの場で普及を続けているiPad。
市場ではiPad専用機器や、クラウドサービスが各種溢れていま
す。
今回はiPadをタフな現場でも利用出来る特殊ケースや、大量の
iPadを収納・一括充電可能な保管庫の展示を行います。
また、MDMツールや、Web会議サービスのV-Cube、オフィ
スとiPadを繋ぐリモートデスクトップツールなど、実際に
iPadでデモを行い展示致します。

B-2

簡単マニュアル作成！
自動マニュアル作成ツールiTutor

B-3

「いつでも」・「どこでも」・「だれでも」
遠隔コミュニケーションを！
株式会社ブイキューブ

遠隔コミュニケーションサービス 「V-CUBE ミーティング」
は、インターネット環境さえあれば、世界中どこでも、どなた
でも簡単に利用可能なWeb会議サービスです。iPhoneやiPad、
Android OS搭載のスマートフォンやタブレットに対応し、外
出先からの会議参加が気軽にできます。
「製造、流通、運輸、金融・保険」業界など、現場と本社でコ
ミュニケーションを円滑に行いたいお客様に最適です。

B-4

Office 365 による先進の業務スタイルのご提案
日本マイクロソフト株式会社

Office 365 は、どこからでもさまざまなデバイスを使って、
使い慣れた Office を使いながら共同作業やコミュニケーショ
ンを行うことができる、これからの時代の必携ツールです。
Office 365 により実現できる共同作業やコミュニケーション
をご紹介します。

「i-FILTER」「i-FILTER ブラウザー＆クラウド」

デジタルアーツ株式会社
企業にとって、スマートフォンやタブレット端末は、いまや大
きな戦力です。導入を考える企業がいま頭を悩ませているのは、
「安全なWebアクセスの確保」と「私的な利用の抑制」ができ
るかどうか。
i-FILTER シリーズの多彩なWebフィルタリングの機能で、
「情報漏洩ブロック」をはじめ、「業務外利用禁止」「閲覧状
況可視化」など、デバイス導入をためらう多くの企業の不安を
解決します。デモ機で是非ご確認ください！

B-6

株式会社ブルーポート
iTutorは、パソコン画面をキャプチャーする一般的なソフト
ウェアと違い、文書マニュアルやパソコン用ソフトのデモ動画、
eラーニング教材などさまざまなコンテンツを手軽に作ること
ができる製品です。伝えたい操作を一度おこなうだけで画面を
キャプチャーし、操作説明を吹き出しにして画面に自動追加し
ます。多彩なフォーマットに出力できるので、高度な操作もわ
かりやすい高品質なコンテンツにすることができるのが特長で
す！！

どこでも安全なインターネット活用を実現！

オフィスワークを快適にする、
Lenovoの最新Tablet & PC！！
レノボ・ジャパン株式会社

外出先でも、オフィスでも、活用できるビジネスタブレットと
堅牢性＆軽量を兼ね備えたThink Pad のUltrabook。
置き場所を選ばない、レノボ史上最小のデスクトップPC。そ
して高度な処理能力と描画性能を必要とするユーザー様に最適
なWindows7搭載Workstationを展示致しております。

B-7

あなたが必要なものが全部ある！
月額945円からのパブリッククラウド「Cloudn」

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
「Cloudｎ」は、ＮＴＴコミュニケーションズが提供する月額
945円（税込）から利用できる、豊富なAPIを備えた拡張性の
高いパブリッククラウドサービスです。
日米のデータセンターから選択でき、スナップショットやロー
ドバランサ、ストレージサービスなど、豊富な機能を提供して
おり、2013年8月の「日経コンピュータ第18回顧客満足度調
査」において、パブリッククラウドサービス部門の1位を獲得
するなど、高い評価をいただいております。

展示ブースのご案内
業務改善ソリューションゾーン

C-1

【 Kintone 】社内でも企業間でも使える業務ア
プリ＆コミュニケーションツール

C-5

サイボウズ株式会社
まさに 孫悟空が乗る雲 が由来!
サイボウズが提供する「Fast & Easy」をテーマにしたクラウ
ドサービス。
Excelや紙、メール などで行われているデータ共有や業務上の
やりとりを集約できるデータベースアプリを、業務に合わせて
いくつも作成いただけます。
OBC奉行シリーズ、内田洋行スーパーカクテルなど、基幹シ
ステムとの連携も可能！

C-2

業務システムの法改正(消費税改正)、業務効率化
についてはOBCにお任せあれ！

日本の商習慣、独特な組織構成を意識して作成された『ユーザ
主導型ワークフローシステム』 。
短期間でシステム構築、業務プロセスの変化へスピーディに対
応が可能。
また、基幹システムと連携した承認業務フローを簡単に構築可
能。優れたコストパフォーマンスもご好評いただいており、ク
ライアントライセンスフリー、80種類以上のテンプレートを
標準でご提供しております。

C-6

株式会社オービックビジネスコンサルタント
奉行シリーズは累計56万社の導入実績があり、様々な規模や
業態・業種で運用いただいています。多くのお客様の声と共に
成長してきたからこそ、標準機能はシンプルでありながらも充
実した機能性を実現しています。財務会計や給与計算、販売仕
入管理などの基本的な業務範囲はもちろんのこと、基本業務の
周りにある、人の手や紙によって補完している業務もシステム
化することができ、大幅な業務改善を実現いただけます。

C-3

「業務の効率化」「コスト削減」を支援する
基幹業務システム【スーパーカクテルデュオ】

C-4

次のステップの会員管理システムへ！
CRM導入を検討している企業の皆様に朗報です。
ちばぎんコンピューターサービス株式会社

お客様のいろいろな取引情報がすぐ見たい。
お客様の問合せに迅速に的確に応えたい。
営業日報をもっと有効活用してお客様のサービス向上につなげ
たい。
同じお客様なのにマスターが二重管理されてしまっている。
これらのお悩みにお応えできるシステムをご紹介します。是非、
お気軽にお立ち寄り下さい。デモを交えながらご説明させて頂
きます。

SFA・営業支援システム
「NICE営業物語」で営業力を強化！
株式会社システムズナカシマ

パソコンや、スマートフォン＆iPadを使って営業情報の作成や
共有が可能な、業種特化型の営業支援ツールです。営業情報以
外にも、顧客管理や社内の様々な仕事のプロセス管理ツールと
しても活用いただくことが可能です。
また同ブースにて、電気設備、水道設備など設備業全般のお困
りごとを解決できる専用ＣＡＤもご提案させて頂きます。
図面作成時間は汎用ＣＡＤの約１/５、ドラッグ＆ドロップの
簡単操作で施工変更が可能など、設計現場の効率アップにつな
がるご提案を実施させて頂きます。

C-7

新Verのコンセプトは、軽い・速い・使いやすい！
「SKYSEA Client View」Ver.9新登場！
Sky株式会社

株式会社内田洋行
スーパーカクテルデュオシリーズは、企業競争力の向上を支援
するERP/基幹業務システムです。
CRM機能をプラスし、経営者と現場の両方を支援するシステ
ムとして、ご好評いただいております。
販売・購買・生産・原価管理業務を中心に、お客様の業務に合
わせたシステムが構築でき、業務の変化にあわせた拡張性も備
えております。タブレット連携や【出力】【帳票管理】業務で
の連携実践事例もデモンストレーションを交えてご紹介いたし
ます。

お客様自身でワークフロー業務を構築できる
Explanner/FLのご紹介
日本通信機株式会社

「SKYSEA Client View」は使いやすさにこだわったクライ
アント運用管理ソフトウェアです。資産管理やログ管理、USB
デバイス管理など、情報セキュリティ対策とIT資産運用に必要
な機能をオールインワンで搭載。新バージョンでは、「軽い」
「速い」「使いやすい」をコンセプトに、機能強化、改善を行
いました。ぜひ、この機会にご体験ください。

C-8

セキュリティとマネジメントに貢献する進化系
防犯カメラソリューション
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス

企業の情報と資産を守るセキュリティ対策として有効な防犯カ
メラシステム。今はその映像情報を利用して業務に役立てる使
い方が増えています。
防犯・セキュリティの域を超えたマネジメントツールとして活
用できる最新型のカメラシステム。
進化系防犯カメラシステムを初期費用をかけずに導入・運用で
きる「安心パック」でご提案します。

展示ブースのご案内
業務改善ソリューションゾーン

C-9

それぞれの現場で、『使えるテレビ会議』を。

C-13

サウンドマスキングでオフィスのセキュリティと
仕事の生産性向上を実現!!

パナソニックCCソリューションズ株式会社
ビジネスの現場で求められる、スピーディーな意思決定・情報
共有化。
移動時間にかかる時間や、それにともなう様々なコストを削減。
これらを実現するためにテレビ会議システム『HDコム』をご
提案します。
高画質・高音質で表情や声のニュアンスまでも伝わり、多地点
接続サーバーを使うと最大16地点まで同時接続ができます

C-10 もしもの時に、電力を蓄えて備える!!

コクヨマーケティング株式会社
会議室、応接室の音漏れ改善、業務効率向上に役立つコクヨの
新しい技術をご紹介！
BGM（環境音楽） で より快適なオフィス環境へ!!
サウンドマスキングシステムは、空調音のような背景音をわざ
と部屋に流すことにより、隣室からの音漏れや遠くからの小さ
な音を聞こえなく（マスク）することで、オフィスのセキュリ
ティや生産性を保とうとするものです。
是非、体感・体験下さい。

C-14

人気急上昇のデジタルサイネージで差をつける！
～デジタルサイネージ最前線～
ダイワボウ情報システム株式会社

パナソニックCCソリューションズ株式会社
突然の停電でも接続機器にスピーディーに電力を供給します。
平常時は、タイマーによるピークシフト機能で快適に節電に協
力できます。
長年培ってきた信頼性の高いリチウムイオン電池を採用した蓄
電用標準電池ユニットを搭載しているので安心してご利用頂け
ます。

C-11

サーバールームがBOXに集約！
設備投資0での音・熱対策

今、人気急上昇中のデジタルサイネージ。
初めてデジタルサイネージをはじめる方にも簡単に使えるサイ
ネージ、クラウドサービスを利用して、最新の天気予報や
ニュースをリアルタイムに表示できるサイネージ、アパレル店
舗向けに特化したバーチャル試着サイネージ、屋外にも設置で
きるサイネージを展示します。
最新のデジタルサイネージで差をつける！
是非デジタルサイネージブースにお越し下さい！

C-15

シュナイダーエレクトリック株式会社
サーバーやネットワーク機器、NAS等のIT機器がオフィスに平
置きしてあることは意外と多いはずです。
実は、そのIT機器の熱によって、オフィス全体の温度が上昇し、
その温度を下げるためのエネルギーコストは見えないコストと
して掛かっています。
サーバールームを新たに作ると費用が莫大にかかる、そんな貴
社へサーバールームの熱・音対策ソリューションを実演デモを
交えご紹介させていただきます。

C-12

会議やプレゼンのお悩みは
EB-1410WTが解決します！
エプソン販売株式会社

会議に時短を。
スピード化や効率化が求められる今、EB-1410WTならそれ
らの課題をプロジェクターと同梱の電子ペン１本で解決できま
す！
会議に向けた準備から始まり、情報の共有・展開、そして会議
後までの一連の流れを実際のデモンストレーションをご覧頂き
ながらご説明いたします。
是非、会議・プレゼン・演習で１つでもお悩みがあるお客様は
ぜひお立ち寄りくださいませ！

ESCO－ONE
株式会社ユニバ・キャピタル・ジャパン

ESCO-ONEは業務用エアコン・冷凍庫・冷蔵庫のコンプレッ
サーの 稼働状況を監視し、最適なタイミングでコンプレッサー
を省エネ制御 することにより、環境変化を起こさず、施設の快
適性を維持しながら、 消費電力の15%～20%を確実に削減致
します。

C-16

LED照明で快適スマートライフ！
アイリスオーヤマ株式会社

オフィスや店舗の電気代で３０％超を占める照明を半分に節電
出来れば15～20％の削減が可能です！空調の上げ下げ、照明
の間引きで不自由な思いをするのではなく、LED照明で快適に
節電・省エネしませんか？

展示ブースのご案内
ものづくりソリューションゾーン

D-1

設計に集中できる扱い易さ、心を動かすプレゼン
3DCADソフトVectorworks 2014 シリーズ

D-5

富士ゼロックス株式会社

エーアンドエー株式会社
Vectorworksは設計者のアイデアを簡単で正確に、そして効
率よく形にし、クライアントの心を動かすプレゼンテーション
を可能にする３DCADソフトウェアです。３D設計手法の導入
により、クライアントとのコミュニケーション、デザインに多
くの時間を費やせるため収益性の高いプロジェクトを実現しま
す。３Dと２D作図のスムーズな連動や、高品位のレンダリン
グ機能によるプレゼン用CGパースの作成方法等をご案内させ
ていただきます。

D-2

シネックスインフォテックがお勧めする３Dプリンタ＆
エルゴトロン生産性・効率UPソリューション
シネックスインフォテック株式会社

シネックスインフォテックがオススメする、今話題の３Dシス
テムズ社製３Dプリンタ Cubeシリーズ、及び エルゴトロン
社製の生産性・効率UPソリューションと致しまして、モニタ
アームやiPad管理カート等の管理ソリューションをご紹介させ
て頂きます。

D-3

AutoCAD/AutoCAD LT最新バージョンとクラ
ウドを活用した最新テクノロジーのご紹介
オートデスク株式会社

AutoCAD2014/AutoCAD LT2014最新バージョンのご紹
介とAutodesk360のクラウドサービスを活用した、タブレッ
ト端末での簡単なCAD図面の操作方法をご案内させて頂きま
す。

D-4

QCD改善とノウハウ共有のお役立ち！
図面情報管理スタートパック
富士ゼロックス株式会社

製造業の課題である、品質の早期確立によるコスト低減および
開発期間の短縮に対応するために、手書き図面から3次元デー
タまでを含んだ設計情報の統合管理、構成情報に紐づいた成果
物管理が注目されています。
これら課題への対応策として、長年モノづくり現場へ提供して
きたソリューション基盤に、富士ゼロックスの開発・生産準備
プロセスの改善活動から得られたナレッジを融合し、設計情報
管理ソリューションとしてご紹介します。
ブースセッションと連動してご紹介致します。

原価低減を実現する標準化活動と
部品材料の集約化

コモディティ化が進んだ商品においては、「お客様が望む機能
をミニマムコストで作り上げる能力」が競争優位のポイントと
なります。標準化による部品・材料の集約化は、その大きな手
段ですが、近年メーカーの統廃合や部材の廃番が加速し、標準
化の仕組みそのものが追いつかなくなるという課題が発生して
います。
ブースセッションと連動してご紹介致します。

D-6

インクジェットの常識を覆す出力スピード！
A0サイズ毎分7枚のDocuWideC842
富士ゼロックス株式会社

インクジェット方式の常識を覆すA0サイズ毎分7枚の高速出力
を、出力解像度1,600×1,600dpi相当の高画質で実現しまし
た。異なるデータの連続出力も高速で、作業時間の短縮や生産
性の向上に大きく貢献、複数台で対応していた大量出力も、1
台でパワフルにこなします。 設計・製造、GIS、広告、出力
サービスなどコア業務のお役に立ちます。

展示ブースのご案内
DTP Worldゾーン

E-1

地図情報システム（GIS）

E-5

世界最速オフィスプリンター「オルフィス」が、
あなたの仕事の力になる。
理想科学工業株式会社

マップマーケティング株式会社
エリアマーケティング、商圏分析、店舗開発、販売促進、顧客
分析はTerraシリーズにお任せ下さい。
商圏分析をより簡単に！よりビジュアルに！

E-2

Adobe Creative Cloudのギモンを解決！
グループ版導入に関するご相談コーナー

150枚／分、世界最速の圧倒的なプリントスピードと、フルカ
ラー1.56円／枚、モノクロ0.53円／枚の低コストで、高い生
産性を誇るオルフィスＥＸ。
会議資料、広報誌、マニュアル、納付書などのプリントを、短
納期かつ経済的に内製できます。
さらに、専門性の高い後処理加工にも対応。
あなたの仕事に可能性が生まれます。

E-6

高画質・高性能！
写真・ポスター印刷にオススメ！！
エプソン販売株式会社

アドビシステムズ株式会社
2013年5月、AdobeはCreative Suite(CS)からCreative
Cloud(CC)への移行を発表しました。ご購入体系もこれまでの
永続ライセンス方式からサブスクリプション方式に変更となり、
Creative Cloudのご導入をご検討いただく上で不安やギモン
があり、ご導入に踏み切れないお客様のギモンを解決いたしま
す！また、これまでのライセンス・パッケージ製品などと比較
して「何を買ったらいいのかわからない！」というお悩みも解
決いたします！

E-3

カラーオンデマンドプリントシステム
DocuColor5656P+PXPrintServer

Ｋ３インクを採用する事で「色かぶり」や「色転び」のない色
再現が可能に！
カラー・モノクロ写真印刷はもちろんのこと、彩度の高い発色
性に優れたポスターにも最適！
また、スピンドルレス型ロールペーパーアダプターや高速ロー
タリーカッターなどの優れた操作性により、トータルで生産性
を向上させる事ができます！
印刷・グラフィック用途で是非ご検討を！

E-7

富士ゼロックス株式会社

富士ゼロックス千葉株式会社
販促物の内製化に不可欠となる忠実な色再現と高精細な画質再
現力！
お客様の多様なニーズに応える機能とパフォーマンスの違いで
選べる !!
お客様のビジネス拡大を支える、フルカラー・オンデマンド・
プリンタDocuColor5656Pの品質を是非ともお確かめ下さ
い！

E-4

多彩なカットで販促物を変える!!
インターテクノ株式会社

新規販売シェアNo.1 !!
A4ノビ対応・ミシン・すじ押し・化粧裁ちなど多彩なカット
で販促物を変える、高性能卓上カードカッターの最進化型マシ
ン !!

観光音声ガイドサービス

手のひらに収まる音声ガイドが、観光地をやさしい声で案内し
てくれます。
音声ガイド端末とGPSの位置情報を利用して、さまざまな情報
を提供する地域発信型サービスです。

E-8

必見!!魅せる用紙/マテリアルサンプル展示
富士ゼロックス千葉株式会社

プリントオンデマンドの真骨頂 !
付加価値を与える用紙/マテリアルの出力サンプルを
大好評につき今回も多数展示。
封筒？クリアフォルダー？耐水紙？こんなキラキラまで？
それぞれ手に取ってご覧いただき、ビジネス拡大のヒント
にお役立て下さい !

展示ブースのご案内
相談コーナー

F-1

まかせて安心、預けて安全。
重要書類の電子化の全工程を弊社で完結
京葉アドバンス物流株式会社

書庫からあふれるファイル、電子化したい重要書類など、文書
管理のお悩みは是非ご相談下さい。物流会社による文書管理の
アウトソースサービスで解決致します。電子化対象書類の選択
/段取りのご支援から、情報資産の運搬、スキャン、保管、廃
棄まで全ての工程を弊社にて行います。社外に出せない文書も
高いセキュリティで管理できます。サービス品質はお客様との
事前打合せの上、ご満足頂ける成果物のお届けをお約束致しま
す。

F-2

ITライフサイクルマネジメント
─情報機器リースの深化─
東京センチュリーリース株式会社

当社が得意とするパソコン･サーバなどの情報通信機器は、導
入時のキッティング、使用中の資産管理から処分に至るまで、
煩雑な事務処理が要求される物件です。お客さまの『モノ』に
係わるニーズを追求してきた当社は、お客さまが必要とする
「管理のアウトソーシング」を含め、そのライフサイクルをサ
ポートするためのサービスを提供しています。

F-3

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｆｉｎａｎｃｉｎｇ
昭和リース株式会社

マイクロソフト ファイナンシングはお客様のニーズに応じた
支払オプションをご提案します。
昭和リース株式会社は、マイクロソフトの公認金融パートナー
としてマイクロソフト ファイナンシングのブランド名で、ファ
イナンシングサービスを提供しております。
＜メリット＞
◇ニーズに応じた柔軟なお支払スケジュールの設定が可能
◇永続使用権に基づいた契約が可能
◇コンプライアンスに対応した契約が可能

F-4

【 イ―・クイックス 】
インターネットオーダー＆デリバリーサービス
富士ゼロックス千葉株式会社

イー・クイックスは、富士ゼロックス消耗耗品とオフィス用品
が簡単に注文できるインターネットオーダー＆デリバリーです。
操作がやさしいから注文は簡単!
「お客様サポート」や「商品のお届け」も手厚く!
全社／部署単位で業務効率化ができるメニューも標準装備！
イー・クイックスを使った業務効率化のご相談を承ります。

F-5

オフィスのIT基盤をトータルサポート。
安心・快適なオフィス環境をお届けいたします。
富士ゼロックス千葉株式会社

お客様のオフィスに普段はあまり意識していない、ちょっとし
た不便や不安が隠れていませんか？
たとえばモバイルを使った営業活動ができたらいいのに･･･と
か、ITに詳しい担当者に頼りっぱなしになっているとか･･･。
そんな不便や不安を解決できれば、日常の業務環境はもっと安
心・快適になるはずです。
私たちはお客様が安心して業務に専念できるオフィス環境を実
現します。

会場アクセス

ホテルニューオータニ幕張
〒261-0021 千葉市美浜区ひび野2-120-3
Tel：043-297-7777
www.newotani.co.jp/makuhari/
※駐車場がございます。その他駐車場に関しては、
担当にお問合わせ下さい。

参加のお申込みについて
セミナー／フェアへのご参加は下記のお申込専用ページよりお手続き下さい。

http://www.fujixerox.co.jp/cbx/event/2014spring/index.html
お申込期限

2014年1月31日
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