
＊定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。ぜひお早めにお申込みください。 

九州防災セミナー2017 in 鹿児島 

ごあいさつ 

 拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 平素は弊社製品ならびにサービスに格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、昨今、全国的に台風、土砂災害、豪雨による河川氾濫、火山噴火など様々な自然災害が多発し、特に九州では昨年の熊本地震
により甚大な被害が発生しました。その影響は、他県、広域に及び、社会インフラ・ライフラインへの被害だけでなく、観光産業にまでも大きな
ダメージを与えました。 
 また、鹿児島県においては、桜島を代表とする活火山の噴火や台風・豪雨による水害などの不安に日々脅かされています。 
 このように自然災害の脅威が高まる中、お客様におかれましても防災への啓発とその対策が急務であると考えております。 
 今般、弊社では、お客様の災害対策の一助としていただきたく「九州防災セミナー2017 in 鹿児島」を開催いたします。 
 本セミナーでは、新技術を含めた富士通グループの取り組みをご紹介するとともに、各種防災ソリューション（災害時・平常時）での活用に
ついてもご紹介いたします。 
 ご多用の折りとは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。              
                                                                                                                                                  敬具 

 2017年5月吉日 
富士通株式会社 

富士通グループの防災分野における取り組みや 発災前の事前対策、発災後の情報共有､平常時利用等に活用いただけるソリューション
について セミナーと展示デモでご紹介いたします。 

 日時： 2017年6月2日（金）（受付12:00～） 
   セミナー   
   展示デモ   
 
   

2017年6月2日（金）受付 12:00～ 
ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島リゾート ２階 桜島の間 

 お問い合わせ先：「防災セミナー」事務局（富士通㈱ 鹿児島支店内）                    
  〒892-0844 鹿児島県鹿児島市山之口町3-31 住友生命鹿児島ビル 
  TEL:099-224-8800 FAX:099-224-8871 
 （営業時間 9:00～17:00 土・日・祝日を除く） 

 交通アクセス 

開催概要 

 参加費用：無料 

：13:30 ～ 16:30 
：12:00 ～ 17:00 

 場所： ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島リソート 2階 桜島の間 
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町22-1  
℡:099-257-2760  

 お申込み ：下記URL、もしくは別紙のお申込み用紙に必要事項を      
           ご記入の上、FAXにてお申し込みをお願いいたします。    
   URL：https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5647 
   FAX：099-224-8871 
 

          【締切：5月31日(水)】  

レンブラントホテル鹿児島 

JR鹿児島中央駅よりタクシー15分  
JR鹿児島中央駅よりバス20分 
（東口15番乗り場から鴨池港行乗車JA農協会館前または鴨池港 
  下車 徒歩1～3分) 
駐車場は、ホテル隣接のコインパーキングをご利用下さい。 



＊内容は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。 
 

セミナープログラム 

デモ出展ソリューション 
情報共有  新総合防災情報システム／ 

 緊急連絡／安否確認サービス 
・県・政令市向けの総合防災情報システムを最新のクラウド基盤で提供する新
サービスとしてご紹介します。 （新総合防災情報システム） 
・災害発生時における緊急連絡や招集はもちろんのこと、平常時における情報
連絡に有効なSaaS型サービスです。（緊急連絡／安否確認サービス）  

［富士通株式会社］ 

情報共有 
  
（参考出展）気象災害予測システム 
   

・気象庁の雨量データを基に、危険地域の土砂災害支援情報を提供します。 
［株式会社富士通九州システムサービス］ 

情報共有  災害情報共有システム「AlertStation DM」 

・災害現場で対応を経験された自治体職員様の声を元に、発災直後の住民か
らの通報「受付」、被災状況や対応状況などを地図情報と合わせて「情報共有
～情報発信」という災害時の一連の初動対応を支援するシステムです。更にス
マートフォン搭載カメラ連携や土砂災害対応支援と合わせてご紹介します。 

［富士通エフ・アイ・ピー株式会社］ 

情報共有  位置情報活用プラットフォーム（POSIGEO） 
  情報配信型ビーコン（BEACONETS） 

・スマートデバイスのアプリ向けコンテンツ配信と端末利用者の位置情報をビッグ
データとして収集するクラウドサービスです。平常時は地域情報や観光情報を配
信して地域活性化に活用し、災害時は防災情報を配信して避難所への誘導
などが行えます。 

ネットワーク  公衆Wi-Fi自動切り替えシステム 
   （FLEXIBLE WIFI CONNECTⓇ) 

・平常時は地域情報や観光拠点などの利用者認証公衆Wi-Fiとして利用する
ことができ、また災害発生時には防災情報をもとに自動でフリーのWi-Fiスポットと
して開放することを考慮したシステムをご紹介します。 
 ［富士通ネットワークソリューションズ株式会社］ 

［富士通ネットワークソリューションズ株式会社］ 

情報収集  避難行動支援システム 
 コンテンツ制作運用ソフト｢ＣhaMEO｣ 

・避難行動支援として要援護者台帳作成の機能の他、住基システムと連携し
て要援護者管理業務をトータルサポートいたします。 
・また、簡単にコンテンツを作成でき、平常時は庁内の情報発信として、災害時
は緊急告知として運用可能なサイネージシステムについてもご紹介します。 
 ［株式会社富士通マーケティング］ 

情報収集 
  
 観測支援システム導入・運用サービス 
  

・現在の状況や情報・場所に応じて、最適なセンサーを組み合わせたシステムを
導入から機器の稼働監視・保守まで一括して提供いたします。太陽光パネルや
モバイル通信利用により、インフラ整備のできない環境にも設置が可能です。 

［株式会社富士通エフサス］ 

情報共有  災害現場活動支援（プレイスサーバ） 

・現場に派遣される消防車等に搭載したプレイスサーバを中心として、現場に集
まった消防や関連機関との間で現場の画像や位置等センサー情報、報告などの
情報をリアルタイムに情報共有するシステムです。また現場を離れるとアプリケー
ションが自動消滅するためセキュリティにも配慮しています。 

［富士通株式会社］ 

情報収集  ソーシャルセンサシステム 
 （SNSを活用した発災推定システム） 

・災害対策で整備されているセンサに加え、人の目撃情報をSNS(Twitter)を
活用し収集・分析することで、災害の兆候や被災状況等の把握をより強化する
ことにより災害対策の更なる高度化を支援するシステムです。 

［富士通株式会社］ 

 13:30~14:00 

  今、富士通が提供する新しいＩＣＴ技術 
 富士通株式会社    昨年、九州でも最大震度7といわれる熊本地震が発生しました。また、台風や豪雨による水害も全国で多発して 

  います。 本セミナーでは 富士通で提供している災害対策におけるICTの最新技術をご紹介するとともに、新たな 
  防災分野への取組みについてみなさんと一緒に考えていきたいと思います。 

 14:00~14:20 
  災害時利用から平常時の地域情報配信まで活用できる位置情報活用プラットフォームのご紹介  富士通ネットワーク 

 ソリューションズ株式会社    災害時は防災情報を配信し地域の安心安全に活用し、平常時は地域情報や観光情報を配信して地域活性化 
   を促進するなど位置情報を活用した新しい取組みについてご紹介いたします。    

 14:20~14:40 
  インフラ整備のない環境でも遠隔操作で監視･観測を実現 

 株式会社 
      富士通エフサス    太陽光パネルと監視カメラ及びネットワーク機器をインフラ整備のない河川などへ設置し、大雨や災害時は河川の 

   水位や堤防監視を行い、平常時は不法投棄の監視や防犯用として利用するサービスをご紹介します。    

 14:40~14:50  休憩 

 14:50~15:20 

  平常時にも災害時にも使える情報共有システムのご紹介 
 富士通エフ・アイ・ピー 
                 株式会社    通報受付・情報共有・情報発信を支援する「AlertStation DM」を事例を交えてご説明します。 

   平常時は住民の声を受け付ける公聴業務や道路、橋梁等の社会インフラ点検の案件管理業務に、災害時は 
   発災直後の初動対応にご活用いただくことで、様々な課題解決をご支援します。 

 15:20~15:40 

  気象災害予測システムのご紹介 
 株式会社富士通 
  九州システムサービス 

  最近の急激な豪雨では土壌雨量指数の高まりだけでの避難判断が困難になりつつあります。 
  そこで流域や河川ごとに氾濫や土砂災害の発生の時刻と危険度を６時間先まで予測します。 
  予測情報により安全で的確な避難行動をご支援できるシステムをご紹介します。 

 15:40~16:30 

  デモストーリーにそった各商品のご紹介 

 富士通株式会社 
 富士通グループ各社 

  住民からの通報受付、住民への情報発信～災害対策室での情報の共有など災害発生前から災害発生～復旧 
  までの一連の流れをデモンストレーションを交えてご紹介します。 
  また、災害時だけでなく平常時での活用方法も合わせてご紹介させていただきます。 
  ※上記は、隣接展示デモ会場でご説明いたします。 
     ご説明後は各商品の個別デモ説明を行なっておりますので、併せてご覧ください。 

情報共有  クラウド型地図サービス「GIFOCUS」   

・災害対策として避難所情報（位置、備蓄品、救援物資）、要援護者情報、
危険場所情報等を地図上に可視化し、合わせて地形情報のオープンデータを
反映し、オリジナルマップを作成します。このマップを情報共有することにより、効率
的な避難行動計画立案をご支援いたします。 ［富士通株式会社］ 

発電機 
  
 コンパクト発電装置 
   

・非常用発電装置として必要な機器をすべて縦型キュービクルに納めたコンパク
ト設計製品です。 ［富士電機ITソリューション株式会社］ 



締切：7月22日(金) 

「防災セミナー」事務局（鹿児島支店内） 行 

◆個人情報の取扱いについて◆ 
本申込書にご記入いただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。 
①本イベントに関する連絡および開催当日の受付など実施運営に必要な範囲で使用します。 
②富士通㈱および富士通グループ会社／パートナー会社より、イベント、セミナーの開催情報や製品、 サービス情報など、お客様に有用な情
報をご案内させていただくことがあります。 

上記②の情報提供をご希望されない場合、下のチェック欄へのチェックをお願いいたします。 
     □ 本イベントに関する連絡以外の今後の情報提供は不要 

本イベントにおいてお客様よりご提供いただきましたご意見等につきましては、要約・改変し、会場写真と併せて運営関係者へ提供させていただくことが
あります。 記入された内容についての開示・訂正・追加・削除を希望されるお客様は、以下お問い合わせ先までご連絡ください。  
富士通㈱の個人情報保護ポリシーについてはこちらをご覧ください。 

富士通㈱    http://jp.fujitsu.com/about/compliance/privacy/  

 お問い合わせ先： 

     「防災セミナー」事務局 (富士通㈱ 鹿児島支店内） 
    〒892-0044 鹿児島県鹿児島市山之口町3-31 住友生命鹿児島ビル   
     TEL:099-224-8800 FAX:099-224-8871 

※ご参加項目に「○」をご記入ください。 

団体様名 

ご住所／ 
〒 

ご連絡先 
TEL( ) － ／ FAX ( ) － 

九州防災セミナー2017 in 鹿児島 
  お申し込み用紙  締切：5月31日(水) 

「防災セミナー」 事務局 

お申込みＦＡＸ：099-224-8871 （TEL 099-224-8800） 
お申込みＵＲＬ：https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5647 

ご所属／お役職 お名前 (E-mailアドレス) 
セミナー 

(セミナー番号:○) 
※各セミナーについては、 
下記ご参照下さい。 

展示デモ 
(ご出席:○) 

ふりがな １・２・３・ 
４・５・６  (E-mail：                                 )   

ふりがな １・２・３・ 
４・５・６  (E-mail：                                 )  

ふりがな 
１・２・３・ 
４・５・６  (E-mail：                                 )  

【セミナー一覧】 
１．13:30～14:00 今、富士通が提供する新しいＩＣＴ技術 
２．14:00～14:20 災害時利用から平常時の地域情報配信まで活用できる位置情報活用プラットフォームのご紹介 
３．14:20～14:40 インフラ整備のない環境でも遠隔操作で監視･観測を実現 
４．14:50～15:20 平常時にも災害時にも使える情報共有システムのご紹介 
５．15:20～15:40 気象災害予測システムのご紹介 
６．15:40～16:30 デモストーリーにそった各商品のご紹介 

◆案内元◆ 

お手数ながら下記「◆個人情報の取扱いについて◆」にご同意の上*、下記ＵＲＬからお申し込みいただくか、 
ＦＡＸにて お申し込みください。（*本申込書に記載される方皆様にご同意いただきますようお願いいたします） 
 
◆お申込み先◆ 
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