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製造ソリューション

紙ドキュメントを簡単に電子化し、データベースに登録し、流通させる環境
構築を弊社ならではのユニークな方法でご提案します。また、電子化したド
キュメントを活用し、様々なプロセスを改善できるソリューションをお客様
の業務シーンに合わせてご紹介します。
・複合機・ArcSuite Engineering3.0・ArcEPS
・DocuWorks 8・IRM ツール・Dr.Sum

基幹業務システムと連携した
14 ドキュメント管理・送付効率化ソリューション
㈱内田洋行 ITS

日々の業務におけるドキュメン ト の
「管理」
や
「出力」
業務において、
手作業や属人化
によって時間を要し間違えが発生することはありませんか? スーパーカクテルシリー
ズは、
450業種 /4000本という豊富な導入実績に基づいた基幹業務システムです。
この基幹システムのマスタと連携した帳票管理や、
出力業務を自動化するソリュー
ションによって、
日々の業務で発生する帳票管理と出力・送付業務を効率化します。
・スーパーカクテルデュオ販売 / 生産 / 原価 / FOODs/Usolia 建設業システム (PROCES.S)/
複合機 / 帳票管理連携「DocuWorks」/ 帳票出力連携「EDPdriverEX」

改正電子帳簿保存法にも対応！
15 MJS の ERP パッケージ
㈱ミロク情報サービス

e 文書法対応の ERP システム「Galileopt NX-I」はスマートデバイスや、
DocuWorks と連携したワークフローを体感可能。収集から管理まで負担
を最小限にマイナンバーを安全に管理するためのシステム「MJS マイナン
バー取得管理支援ツール」との連携が可能です。
・大規模・中堅企業向け ERP パッケージ「Galileopt NX-1」
・マイナンバー管理システム「MJS マイナンバー」
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Print On Demandを基盤とした
新たな価値創造の実現

富士ゼロックスが長年に渡り提唱して参りました「Print On Demand」
。こ
の提供価値を「効率化の追求」
・
「売上の拡大」
・
「組織・人材の強化」の面か
ら大きく進化させた、革新的な商品やサービス、お役立ち事例をご紹介します。
・Smart Promotion・FreeFlow Core・カラーマネジメントシステム
・障碍者雇用推進

テーマ 3

組織と人材を
強化する
組織と人材の活性化は 永遠の課題…。
机上の空論ではなく、実践にもとづくノ
ウハウや事例を取り揃えました！

人財開発と教育

日常業務の中で発生するドキュメント類の中には、熟練者の知識やノウハウ
が詰まっています。その情報をいつでも、誰でも取り出せる環境を整えるこ
とで、正しい業務のやり方を身に付け、ミスの再発防止に役立てることがで
きます。今回は、業務とドキュメント、そして動画を融合した匠の技伝承基
盤をご覧いただきます。
・ArcSuite（ドキュメントスペース、コラボスペース、ワークフロー）
・Apeos PEMaster EvidenceTracker
・Apeos PEMaster EvidenceEntry（複合機連携）
・Media DEPO（動画活用）

多様化する人材の把握・活用・変化に
20 対応した勤怠管理の実現
㈱オービックビジネスコンサルタント

国内およびインバウンド観光客を対象に、観光地を紹介するメディアトランジ
ションサービスをご紹介します。普及が進むスマートフォンアプリの活用により、
GPSと連動する観光音声ガイドや地用をPRする印刷媒体を入口として、地域
独自の情報を提供できます。弊社が取り組む地方活性化事例もご紹介します。
・Sky Desk Media Trek・観光音声ガイドサービス・Sky Desk Media Switch

新春セミナー 2017

New Value Circus in Matsumoto
日時：2017 年 2 月 3 日
（金） 10:00〜17:30
（受付開始 9:30）
会場：林友ホール
（長野県松本市双葉 18-22）

・OMSS+目標管理サービス・OMSS+人材育成サービス
・OMSS+ 勤怠管理サービス・人事奉行VERP・就業奉行VERP
・給与奉行VERP・法定調書奉行VERP

様々な業種・業態に対応！
富士ゼロックス総合研究所と
21
協同開発のシンプルな人事評価システム
TIS 長野㈱

人事コンサルのノウハウが詰め込まれ、様々な業種・業態に対応できるシン
プルな構成。また、お客様毎の業務特性に応じて、カスタマイズを実施する
ことで、お客様のニーズにマッチした評価システムの構築が可能。富士ゼロッ
クスグループで利用している人事評価システムです。
・FXT 人事評価

今こそ、ワークスタイルイノベーションを！
労働人口の減少、グローバル化の進展、脱系列の加速といった環境の激変に対応しつつ、ステークホルダーの多様な要求にタイムリー
に応える企業のみが生き残る時代。多くの企業が成長性と収益性の両立や事業の高付加価値化に向けて、ICT の導入や企業間提携など

お申し込み

に精力的に取り組んでいます。そんな取り組みの中で、今ひときわ注目を集めているのが、“働き方変革” です。
真に創造的な働き方を実現するためには、ICT 活用はもちろん、現場での実践経験やそこから得られたノウハウ、意識改革こそが、“価値”

http://www.fujixerox.co.jp/nnx/
本フェアは事前にお申し込みが必要です。上記ホームページよ
りお申し込みください。
● 受付は先着順とさせていただき、定員になり次第締め切らせ
ていただきます。
●

として求められているのではないでしょうか。
今回開催する新春フェアのテーマは、
「ワークスタイルイノベーション」
。
弊社の実践事例やソリューション、そして各界の第一線で活躍する方々の講演などを、
「効率よく仕事をする」
「創造性を発揮する」
「組
織と人材を強化する」という3 つの切り口でお届けします。
ご来場を、心よりお待ちしております。

フェア当日、受付票と名刺を1枚ご持参のうえご来場く
ださい。事務局から受付票のメールが届かないなどござ
いましたら、担当営業までご連絡ください。

会場・アクセスのご案内
林友ホール

お問合せ
TEL:026-227-1231

※カーナビ検索される場合には住所入力をご利用下さい。
【交通案内】
JR 南松本駅より徒歩約 10 分・タクシー約 1 分
長野自動車道 松本インターより車で約 15 分

担

高宮局前
●
松本高宮郵便局

当：
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。

● イトーヨーカドー南松本店
南松本

信濃むつみ高
●

南松本駅前

●

みなみまつもと
●
南松本駅前郵便局

国道 19 号線沿い・松本警察署南側、国道 19 号線沿い・南松本交差点角

〈弊社記入欄〉

部門名：

高宮中

住所：長野県松本市双葉 18-22

マーケットサポート部 イベント事務局

● ホテルルートインコート松本
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【会場所在地】
電話：0263-25-1345（代表）

至松本駅

● マクドナルド

号

観光ソリューション

参加無料／事前登録制

少子高齢化・労働人口減が進む社会的問題の中、政府が進める「働き方改
革実 現」に より、働 き 手 や そ の 雇 用 形 態・勤 務 体 系 が 変 化していま す。
OBC 奉行シリーズでは、人材の情報化（タレントマネジメント）と労務リス
ク回避（勤怠管理）に貢献いたします。

・Sky Desk Mixed Learning
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ご招待

国道

企業が抱える課題調査では、売上拡大、人材育成がトップにあがります。弊
社では 2002 年よりeラーニングと集合研修を組み合わせたブレンデッドラー
ニングの実施により安定した売上拡大、CS 向上を実現してきました。社内で
蓄積した人財（稼げる従業員）育成に関する知見とサービスをご紹介します。

匠の技伝承〜ベテランの頭脳を集約〜

篠ノ
井線

17

19

林友ホール

イオン南松本店
●

至平田駅

セミナープログラムのご案内
セミナー1

11:00〜12:00

定員：120名

次世代を支える社員教育の勘所と
動き始める「働き方改革」の
はじめの一歩
社会保険労務士法人
田畑事務所 所長

セミナー3

14:30〜15:30

Sansan 株式会社
営業部 エバンジェリスト

効率よく仕事をする
複合機が変わると働き方も変わる…。
信じられないお客様にこそ、ぜひその
目でご確認いただきたい内容です。最
新のクラウドサービスもお見逃しなく！
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Sansan。昨 今、働き 方 変 革を目的とし

政府主導で始まった「働き方改革」
｡
労働人口減少、多様な働き方をを求める社会ニーズをうけて
中小企業に今後どんな取り組みが求められてくるのか？ 次世
代を支える社員教育の勘所を踏まえ熱く語ります。
プロフィール：長野県中南信を中心に、スタッフ 12 名とともにお客様の更な
る発展を支える専門 スタッフとして精力的に活動。通常の労働保険・社会保
険業務はもちろん、労務相談、企業の社員教育、人事採用コンサル、現場の
体験をもとにした各種講演を精力 的に展開。現在、伊那市教育委員会教育委
員、一般社団法人日本青少年育成協会 PM 級教育コーチとしても活躍中。

13:00〜14:00

定員：120名

テレワークで働き方が変わる
〜ワークスタイル変革を促進する
テレワークの意義と最新事情〜
専務理事

Sansanを導入される企業様が増えております。Sansan x
働き方変革のキーワードは「生産性の向上」
「情報の属人性か
らの解消」
。多くの日本企業が長らく悩まされているこのテー
マに対して名刺管理サービスの視点からどのような解決策が
あるのかを具体的な事例を交えてご説明します。
プロフィール：証券会社勤務を経て2011年にSansan株式会社入社。
営業として新規開拓をメインに2,000社の新規営業に携わる。名刺管理を通し
て企業の課題解決に全力を注ぎ、Sansanの導入企業社数を10倍にすること
に大きく貢献。現在はエバンジェリストとして全国を駆けまわる。

セミナー４

16:00〜17:00

〜変える前に己を変える〜
富士ゼロックス株式会社
ソリューション開発部 クラウド統括

黒須 義一 氏

日本は少子高齢化に伴い労働人ロの減少

今やクラウドのグローバル・スタンダード

を実現するためには、企業にとっても個
人にとっても更なる生産性向上が必要となり、新たな価値創
造やイノベーションが求められます。そのためにはワークス
タイル変革の実現、すなわち様々な方の多様な生活スタイル
に応じた働き方を可能にすることが重要です。テレワーク
は、ICT を活用し時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き
方であり、ワークスタイル変革を実現するために極めて有効

定員：120名

富士ゼロックスにおける
クラウド改革

中山 洋之 氏
が進む一方で、今後も経済の持続的成長

であるAWS。富士ゼロックスでは、プライ
ベートクラウドと組み合わせたハイブリッ
ドクラウド環境を構築し、システム基盤として活用していま
す。講演では、約３年間のクラウド利活用から明らかになった
課題や、その導入ストーリーと変革点を、AWS Summit、IT
ProEXPO、GCP NEXTでスピーカーを務めた黒須よりご
紹介します。
プロフィール：大手電機メーカーでのネットワークサービスの新規事業立ち上

であることから、今注目を集めています。本講演では、テレ

げや、大手通信事業者での経営企画に携わり、2012年に富士ゼロックスへ入

ワークの概況、効果、事例、導入への課題などについてご紹

社。2013年、ソリューションサービス事業拡大に向けたクラウド基盤改革を企

介します。
プロフィール：1980 年慶應義塾大学商学部卒業。同年富士ゼロックス株式会
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画。以来、プロジェクト推進リーダーとして様々な企画を実行。クラウドユー
ザー企業としての富士ゼロックスを代表し、様々なメディア、講演等でその取組
みを紹介している。

社に入社後、神戸支店勤務。1989 年ニューヨーク駐在。1994 年社長秘書。
2002 年よりグローバルアカウント営業部長として、東京の他、上海・シンガ
ポールに駐在。2015 年一般社団法人日本テレワーク協会専務理事就任。
< 展示構成などが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。>

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。
・複合機 + 業務別らくらくスキャン・WorkingFolder・おかませ / あんしん MVS 紹介

富士ゼロックスVARモデル紹介ブース

サイボウズ㈱・㈱シマンテック・マイクロソフト㈱ 製品

従来メーカー製品を仕入れ販売していた主要商材を、富士ゼロックスが自社
ブランド製品として提供する事で、サポートや請求の統一を図りお客様のお
困り事解決を幅広くお手伝い致します。
・オフィスあんしんオンラインオフィススイート（oﬃce365）
・オフィスあんしんセキュリティーサービス
・サイボウズ oﬃce/ ガルーン / メールワイズ /kintone
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名刺管理を通して新たな働き方を生み出す

一般社団法人
日本テレワーク協会

テーマ 1

定員：120名

ビジネスの出会いを資産に変え、
働き方を革新する

3 つのテーマで最新のソリューションをご紹介します。 10:00〜17:30

沢邉 崇 氏

田畑 和輝 氏

セミナー2

展示・デモコーナーのご案内

ワークフロー コラボスタイル（Kintone連携）
サイボウズ㈱・㈱コラボスタイル

コラボフローは、Excel を Web ワークフローに変換して運用します。パソ
コンに専用のソフトをインストールしたり、専用の申請フォームデザイナー
ツール の 操 作 方 法を 覚 える必 要 も、プログラミングも 必 要 ありません。
Web 環境と、普段からお使いの Excel があれば、どなたでもすぐにワーク
フローを導入できます。本ブースでは、kintone と連動したワークフローを
構築する手順について実演を交えながらご紹介します。
・コラボフロー

02

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。
・DocuWorks8・DocuWorks トレイ 2・DocuWorks 業務支援ソリューション
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セキュア文書管理ソリューション

クラウド提供される業務システムにより、場所を選ばすさまざまな環境で業
務を行うことができる働き方の変革をご紹介します。
・複合機 /Box
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出張・経費管理業務の省力化
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「感染しない対策」防御率 99.7％
エムオーテックス㈱

ランサムウェア・マルウェア・標的型攻撃など未知の脅威対策に特化した
LanScopeCat の新しいソリューションです。
検知率 99.7％の Protect Cat がサイバーセキュリティ対策を変えます！
・Protect Cat
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クライアント運用管理ソフトウェア
Sky ㈱

IT 資産管理・ログ 管理・デバイス管理など「情報漏洩対策」と「IT 運用」
に必要な機能を搭載しています。最新バージョンでは、サイバー攻撃へのリ
スク対策とマイナンバーの安全運用を支援する機能を強化しました。
・SKYSEA Client View

交通系 IC カード、地図情報など出張・経費に関わる様々なサービスにより、
従業員の経費精算業務の大幅な省力化を実現します。また、経費規定の自
動チェックによるガバナンス強化、および、出張・経費支出の見える化と間
接費改革の打ち手を明らかにします。
・複合機・Concur Expense
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クラウドで提供される Sansan 社の名刺管理サービスにより、場所を選ば
ずさまざまな顧客情報を確認でき、企業の収益拡大に貢献します。
・複合機・Sansan
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営業プロセス支援ソリューション

複合機とドキュメントハンドリングソフトウェア DocuWorks を連携させ
ることで簡易な SFA を実現し営業力強化を実現します。また、名刺管理ソ
フトウェアを活用し、顧客情報管理を効率化します。
・DocuWorks8・kintone・TantCard2
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テーマ 2

名刺管理と人脈情報活用

富士ゼロックスお役立ち紹介ブース

複合機の管理やソフトウェア商品の購入、有効活用のヒントをタイムリーに
入手できる富士ゼロックスダイレクトや、社内啓蒙用のチラシやポスターを
出力するだけで使用できる無料コンテンツをご紹介します。また、「イー・
クイックス」でチラシやポスターの効果をアップさせるマテリアル用紙をご
提案いたします。
・e-Qix・X-Direct・無料オリジナルツール

創造性を発揮する
もはや通り一遍のコミュニケーションでは、お客様は振
り向いてもくれない…。そんな悩みを解決するアイデア
やソリューションをご用意しました！
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テレワーク教室

アベノミクス成長戦力にも盛り込まれているテレワークが近年注目されてい
ます。そのテレワークは日本で従来から実施されている「時間思考」型の
業務には適しておらず、普及していないのが現状です。しかしながら、進化
してきた技術・システムとルールを組み合わせることで、会社と変わらない
環境で働くことが可能となってきます。ぜひ体験してみてください。
★本ブースは定員制です。ご参加は当日会場にて受け付けます。
約 20 分/ 回の予定です。
・モバイル機器（タブレット PC、スマートフォン、モバイル PC）データ通信サー
ビス・Oﬃce365・IT 安心サービスパックⅡ・オフィスあんしんセキュリティーサー
ビス・beat・Cloud On-Demand Print

