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本イベントへのお申込みにていただきましたお客様の個人情報は、富士通株式会社および富士通グループ会社が、以下に掲げる目的で利用いたします。 
・本イベントに関する連絡や来場者受付その他の円滑なイベント運営に必要な事項の実施 
・イベント・セミナー情報や製品・サービス情報の案内・紹介（電話，e-mail，DM等） 
当社から富士通グループ会社へ個人情報を提供する際は、契約により適切な管理を義務付けた上で、e-mail等で提供いたします。 
また、本イベントの円滑な運営に必要な事項およびイベント・セミナー情報や製品・サービス情報の案内・紹介のため、お客様の個人情報を委託先に預託することがござ
います。 
お客様の個人情報は当社の個人情報保護ポリシー(http://www.fujitsu.com/jp/about/resources/privacy/)に基づいて適切に取り扱います。 
個人情報の開示・訂正・削除・利用停止などについては、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。 
 

＜セミナー内容・展示内容・個人情報に関するお問い合わせ先＞ 
 富士通株式会社 京都支社 （事務局：楠崎・杉崎・増井） ＴＥＬ：075-252-9800 
 

個人情報の取扱いについて 

contact-kyoto@cs.jp.fujitsu.com 

 (1.0版) 
※開催予定のセミナー・展示内容及びスケジュールについて、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

2017年11月7日（火） 

下記URLより必要事項をご記入ください 

https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/6132 

shaping tomorrow with you 

＜富士通ソリューションフォーラム事務局＞ 

  富士通株式会社 京都支社 ℡：075-252-9800 

開催場所 

開催日時 

 この度、当社では「富士通ソリューションフォーラム2017 in 京都」を開催いたします。 
 

 本フォーラムでは、特別講演としまして、お笑いコンビ 「カラテカ」 のツッコミ担当 『入江 慎也 氏』 をお招きし、 
『人生を豊かにする人脈力の磨き方〜「人との繋がり」の大切さ、伝えます〜』と題し、ご講演いただきます。 
 

 また、セミナー・展示におきましては、皆様の新たな業務改革、ビジネスモデル、サービス向上等に向けてお役立て
いただけるよう、さまざまな業種・スタイルに応じた最新ソリューションを数多くご紹介いたします。 
 

 ご多用の折りとは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、是非ご来場賜りますよう、お願い申しあげます。 

 富士通ソリューションフォーラム2017 in 京都 

メルパルク京都（受付:６階） 

＜主催＞富士通株式会社 
＜共催＞株式会社富士通マーケティング 

■受付開始 12:00～ 
■展示デモ 12:00～17:30 
■セミナー 13:00～17:20 

お申込み 

ペーパーレスから始まるワークスタイル変革 
株式会社ＰＦＵ 

多くの企業が抱える大量の紙文書に関する経営課題。世界シェアＮｏ．１*1 のイメージ
スキャナと数多くのドキュメントソリューションの提供経験をもとに、業務のデジタル化を推進し
「ワークスタイル変革」を実現します。 
*1：KEYPOINT INTELLIGENCE社により集計（2015年度実績）。 
    ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｽｷｬﾅ集計よりMobile/Microを除く6ｾｸﾞﾒﾝﾄの合計ﾏｰｹｯﾄｼｪｱ。 

Partners Selection 

 展示デモメニュー <12:00~17:30> 

■〒600-8216 
  京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13 
   【TEL】 075-352-7444㈹ 
 
■ＪＲ京都駅（烏丸中央口）から東へ 徒歩約１分 
  ※当日は公共交通機関でお越しください 
  http://www.mielparque.jp/kyoto/access/    

メルパルク京都（受付:６階） 

 会場のご案内 

＜京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13＞ 

教室での授業に最適 ワイド超短焦点プロジェクタ 
都築テクノサービス株式会社 

黒板にぴったり映せるワイド超短焦点プロジェクタ。 
黒板一部分投影をこの１台で全面投影可能に！ (最大約３．２ｍ) 
板書との相性も抜群の専用プロジェクタが学びの可能性をワイドに広げます。 
 

社会資源把握支援サービス「けあプロ・navi」 
トーテックアメニティ株式会社 

最新の医療機関・介護事業者・総合事業情報を、地域に暮らす住民および関係者の
方々へお届けするための社会資源把握サービスです。厚生労働省の「在宅医療・介護連
携推進事業の手引き ver.2」に準拠したソリューションをご提供します。 
 

介護福祉施設／小規模医療施設向けソリューション 
日新電設株式会社 

MIMASSEとMobiSartを連携することで、スマートフォンを内線利用し、ナースコールシステ
ム以外にも入所者の異常を通知、又徘徊者が出入口に近づいた際に施錠を行う事で外
出を抑止するなど、施設内の安心・安全をご提供します。 
 

REALISM・自動化ツールRPAソリューション 
日本ソフト開発株式会社 

アドホック処理と超高速バッチ処理を実現可能にした「SOFIT Super REALISM」と、繰り
返しのデータ処理作業を自動化し、作業時間の短縮・ロスを抑制するRPAツール
「WinActor」で、業務効率化を実現します。 
 

栄養管理システム「AJIDAS」 
富士テレコム株式会社 

栄養部門の視点、経営層の視点、患者様・入所者様の視点の３つの視点に加え、直感
的に操作できるインタフェース、操作教育とリモートサポートで、お客様の栄養管理業務を
バックアップします。 
 

行政専用クラウドサービス「@蔵station」 
株式会社三重電子計算センター 

MDC(三重データセンター）による富士通製品（MISALIO、MCWEL、IPK等）を中心
とした各種クラウドサービスと帳票印刷加工アウトソーシングサービス(BPO)をオールインワン
型クラウドサービスとしてご提供します。 
 

言った言わないトラブルを解決！通話録音ソリューション 
ユタカインテグレーション株式会社 

【ＹｕＣａｌｌ】は携帯電話・固定電話・ＩＰ電話問わず、全ての通話を録音・管理 
でき『言った言わない』のトラブルを解決。クラウドボイスメモ機能も搭載しており、通録機能と
併せて顧客対応時のコンプライアンス違反有無も容易に確認できます。 
 

EXCEL業務効率化ツール｢xoBlos(ソブロス)｣ 
大興電子通信株式会社 

EXCELが持っている力を最大限に発揮します。人的作業を軽減し、正確な作業を実現し
ます。ODBC接続可能なデータベースも自動集計可能です。 

 

きもの卸売業様向け販売管理 ｢室町｣ 
株式会社ケーケーシー情報システム 

「単品伝票管理」と「浮貸、浮借」に対応し、きもの卸売業様の業務に特化した販売管理
パッケージシステム「室町」を紹介します。自前のサーバを保有する必要が無い「クラウドサー
バ」の利用例としても是非ご覧ください。 
 
 

お申込み締切 ：11月6日(月)17:00まで 

●展示デモのみご見学の場合も上記URLの【展示デモのみ】よりお申込みをお願いいたします 
●特別講演およびセミナーは先着順で定員になり次第、お申込みを締め切らせていただきますので、 
  あらかじめご承知ください 

HOPE インシデントレポートシステム 
富士テレコム株式会社 

医療現場で発生したインシデント、アクシデントのレポート作成、報告、承認をスピーディーに
行い、医療現場に潜む問題点を浮き彫りにし、再発防止に向けた取り組みをご支援します 
 

京都市IoTビジネス相談窓口（京都市IoT推進ラボ） 
株式会社ケーケーシー情報システム 

京都市内のものづくり産業や観光分野、伝統産業分野など特色ある分野の中小企業者
の皆様がIoTを活用したビジネス創出や生産性向上を目指してIoTビジネスを円滑に展開
するために必要な技術やノウハウ等について相談いただける窓口です。 
 

IT資産管理ソフト「SS1」 
株式会社エム・オー・エム・テクノロジー 

全国470の医療機関への導入実績を誇るIT資産管理ソフト「SS1」。最新版の「Ver.9」
では、重要データフォルダへのアクセス制限、印刷制限など情報漏洩対策に役立つ機能が
強化。導入ユーザー様の事例をもとに課題解決のご提案、詳細な機能説明を実施します。 
 

https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/6132
https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/6132
http://www.mielparque.jp/kyoto/access/
http://www.mielparque.jp/kyoto/access/
http://www.mielparque.jp/kyoto/access/


IoTを活用した安心･安全な取り組み 
～最新のICTによる防災･減災対策～ 
近年、熊本地震や九州北部豪雨など全国的に
多様な災害が発生しており、お客様からも様々
な課題・要望をいただいております。本セミナーで
は富士通が考えるIoTを活用した防災・減災対
策について事例を交えてご紹介します。 
 
 

＜講師＞富士通株式会社 

富士通が実践する 
次世代ものづくりICTについて 

お客様を取り巻く環境は驚くべきスピードで変化し
ており、高品質で高付加価値の製品を早く市場
投入するためのものづくり革新が必要とされていま
す。こうした状況を背景に富士通の次世代ものづ
くりをご紹介します。 
 
 
 
 

＜講師＞富士通株式会社 

産業 

今なぜ「働き方改革」か、 
真の目的と企業の進むべき道 

富士通マーケティングが実践する「働き方改革」の
ポイントを、在宅勤務やオフィス移転などの自社
実践者が体験談を踏まえてご紹介します。 
 
 
 
 

＜講師＞株式会社富士通マーケティング 

お客様実践事例にみるIoT活用の最新
動向～先進テクノロジー＆ビジネス～ 
業務革新やビジネス成長、社会課題の解決に
向け、IoT先進テクノロジーをいかに活用するの
か？につきまして、お客様企業の実践事例を交
えてご紹介します。 
 
 
 
 
 

     ＜講師＞富士通株式会社 

迅速な初動対応を可能にする 
自動連携セキュリティ 

巧妙化するサイバー攻撃。仮想化/VDI環境に
おいても感染の早期特定と迅速な初動対応が
被害最小化のカギです。管理者に代わり感染端
末を自動隔離し感染の拡大を自動的に防止す
るソリューションをご紹介します。 
 ＜講師＞トレンドマイクロ社 
         プロダクトマーケティング本部 
          ソリューションマーケティンググループ ディレクター 

       大田原 忠雄 氏 
 ＜講師＞富士通株式会社 

15:30〜16:15 

C-3 

製造工程の稼働状況を可視化するIoTソリューション 
「VisuaLine」 
生産工程に関わる製造設備からのログデータを収集し、1製品ごとの稼働状況をグラ
フなどの様々な表現形式にて可視化します。日々のグラフとの 比較や異常箇所の早
期発見が可能です。 

Fujitsu Selection＜共通ソリューション展示＞ 

 特別講演 <13:00~14:00> 

 ソリューションセミナー <14:20~17:20> 

 展示デモメニュー <12:00~17:30> 

最新タブレット/スマートフォン 
先進の機能に加え、ビジネスユースに求められる高い堅牢性、高いモビリティを兼ね備
えた最新のタブレット・スマートフォンのラインナップをご紹介します。 
 

デジタル生産準備ソリューション「VPS・GP4」 
データ上で生産成立性を検証するVPS DMU、組立検討から帳票作成までの作業
を支援するVPS MFG、仮想工程ラインで工程をシュミレーションするVPS GP4などを
デモンストレーションでご紹介します。 

Fujitsu Selection＜業種ソリューション展示＞ 

設備保全のPDCAをサポートする「PLANTIA」 
設備保全業務のノウハウや履歴をデータベース化し、可視化することで、属人化してい
る情報(担当者の工夫や勘、経験)の共有が可能に。安全で安定した設備の稼働を
実現します。 

プレイスサービス 
利用者の状況に応じて最適なアプリやコンテンツをスマートフォンに配信することにより、
イベントや店舗への誘客や利用者の利便性向上に大きく貢献します。また操作や移
動のログデータ活用により、新しい知見を得てよりよいサービス提供に貢献します。 

災害情報共有システム｢AlertStation DM｣ 
住民からの通報受付から案件の共有、被害情報のとりまとめまで、災害時の一連の
初動対応を支援するシステムについてご紹介します。 

  

「GLOVIA ENTERPRISE MES Smart Shop-Floor」  
人・モノの位置情報可視化によるものづくり現場の実現  
ビーコン＋コグニティブを活用し、製造現場におけるヒト・モノ・機械の情報をリアルタイム
に収集・集約・可視化するソリューションです。 
  

人手による定期的な画面操作を自動化 ～RPAツ－ルの活用～ 
パソコン業務における煩雑なデータ入力、繰り返し行っている定型作業、属人化した
作業など、日常の非効率な作業をRPAツールで解決しませんか。サーバから自動化業
務を行う各クライアントを管理、組織全体の多岐にわたる業務効率化を実現し、真の
働き方改革を実現します。 

統合仮想化ソリューション「Accops」 
Accops（アコップス）はデバイスに依存することなく、仮想デスクトップや画面転送方
式にて、社内やデータセンターのビジネスアプリケーションへ、豊富な多要素認証を活用
し、セキュアなアクセスを実現する統合仮想ソリューションです。 

自治体 自治体 

ファイル一元化で生産性向上「Box」 
コラボレーション領域を活用したシームレスな共創の場を提供し、場所や環境に依存し
ないグローバル共通のコラボレーションを実現します。新たなコラボレーション基盤をデモ
ンストレーションでご紹介します。 
 

ロボットクラウドプラットフォームによる新たなコミュニケーションの実現  
人の気持ちを読み取り、豊かなコミュニケーションの実現をご提案します。 趣味・嗜好・
生活習慣をロボットが学習することで、利用者の興味や 感心にあった会話が可能にな
ります。 

「働き方改革」 IDリンク・マネージャー 長時間残業抑止 
残業時間の申請・承認の仕組みと連動、勤務時間外のPC利用を制限することで長
時間残業・サービス残業を是正します。事前申請を徹底させることで業務内容を見え
る化し、テレワーク時の勤怠管理や働き方改革への第一歩としてご利用いただけます。 
 

表示盤ソリューション「ChaMEOメディカルガイド」 
デジタルサイネージ「FUJITSU Software ChaMEO」をベースとした中小規模病院
様向け待受表示盤システム、低コスト・短納期での導入、簡単運用が実現可能です。 
 

「働き方改革」 経営資源としての人材管理 
豊富な人材管理項目を用いた情報の一元管理を行い質の高い成果を生む生産性
向上を図ります。 「GLOVIA iZ」は「経営に革新を 企業に変革を」をコンセプトに、 
お客様の企業経営に最大限の価値をご提供します。 

※各セミナー会場は当日、受付にてご案内します 

13:00〜14:00 

 

[講師] 入江 慎也（いりえ しんや）氏 ＜お笑いコンビ「カラテカ」のツッコミ担当＞ 
 

 友達5,000人の人脈を誇る入江氏が、ビジネスで最も根本的かつ重要な、相手と心地よい関係性を築くコミュニケーションのヒントを 
 お伝えします。 
 人間関係がうまくいけば、仕事もプライベートも上手くいきます。 その人間関係をスムーズにしてくれるのが、入江流メソッドの「後輩力」。 
 相手ありきの発想になる、対面コミュニケーションを大切にする、相手の情報を聞き出す質問力を極めるなどの後輩力を自ら実践し、 
 広い人脈を築いてきた入江氏が芸能界やスポーツ界などの先輩との実際のエピソードを交えながら、テンポよくお話しします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人生を豊かにする人脈力の磨き方 
        ～ 「人との繋がり」の大切さ、伝えます ～ 

＜プロフィール＞ 

 お笑いコンビ「カラテカ」のツッコミ担当。芸人界にとどまらず、アーティスト、俳優、相撲界など交友関係が広いことで知られ、 
 その社交性を活かし、『後輩力』『人脈力』等、人間関係をテーマにした書籍も多数出版。 
 

 現在は、お笑いコンビとしての活動に加え、誰とでも良好な人間関係を築けるコミュニケーションやその能力を活かした営業 
 術についての講演などで広く活躍中。 
 

 ビジネスパーソンとして当たり前のことを続けることがどれだけ難しいか、それが信頼や結果につながるという、人間関係とビジ 
 ネスのちょっとしたコツを軽快なトークで語る講演は大好評。 

A-1 

リアルタイム映像伝送装置「IP-HE950」 
最新の映像符号化技術H.265/HEVCを採用した、リアルタイム映像伝送装置です。
1Uハーフラックサイズの小型筐体で、SD・HD・4K映像のリアルタイム伝送を実現しま
す。放送用途はもちろん、パブリックビューイングや企業内配信等でも利用可能です。 

世界最軽量、学生向けパソコン「LIFEBOOK UH」  
「LIFEBOOK UH」は本体重量約761ｇ、13.3型世界最軽量のノートパソコンです。
BYODの実現に向けて、使いやすく、持ち運びに便利な学生向けのキャンパスモデルパ
ソコンとしてご紹介します。 

言語の壁を超えたリアルタイムコミュニケーション 
様々なコミュニケーション手段と端末を相互に接続し、いつでもどこでも誰とでも自由な
コミュニケーションができるオフィス環境をご提供します。音声-テキスト変換、多言語翻
訳等の新技術を活用したコミュニケーションをご紹介します。 

＜定員:100名＞ 

14:20〜15:10 

16:35〜17:20 

C-2 15:30〜16:15 B-2 

富士通の医療分野における 
AI技術活用の取り組み 

富士通のAI技術の紹介とヘルスケアに関わる
様々なデータを利活用した、先進的な取り組み、
および最新技術動向についてご紹介します。 
 
 
 
 

     ＜講師＞富士通株式会社 

16:35〜17:20 B-3 

2018年診療報酬・介護報酬 
同時改定について 

2025年までに、団塊の世代が後期高齢者
（75歳以上）になり介護・医療費等の社会保
障費が急増することが懸念されています。2018
年度は、診療報酬と介護報酬の同時改定が行
われ、今後の医療・介護施策において極めて大
きな節目の年となるため、改定シナリオの予想と
対策についてご紹介します。 
  ＜講師＞株式会社エヌジェーシー 

執行役員 兼 医療経営サポート部 
部長  井桁 貞 氏 

15:30〜16:15 A-2 

16:35〜17:20 A-3 共通 

みずほ×富士通が考える未来の購買体験と金融サービス  
みずほフィナンシャルグループ様と富士通はVR技術を活用した購買体験の向上と購
買行動に付帯する金融サービスの提供を目的として、zSpace端末を用いた実証実
験を開始しました。 

金融 

医療 

医療 共通 

文教 

患者様向けサービス FUJITSU ヘルスケアソリューション 

「HOPE LifeMark-コンシェルジュ」   
「HOPE LifeMark-コンシェルジュ」は、快適な通院をサポートすることで患者様満足
度の向上に貢献します。受付機前の行列や診察までの待ち時間など、多くの外来患
者様が持つ不満を解決することが期待できます。 

医療機関向け クライアント運用管理ソフトウェア  
 
「SKYSEA Client View」はリスクの発見とIT運用管理を支援します。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資産の有効活用をサポートするソフトウェアです。 

医療 医療 

モバイルソリューシュン「HOPE PocketChart」 
「HOPE PocketChart」は、スマートフォンなどを活用した新たな働き方改革をご提案
します。医療スタッフにとっていつでもどこでも安全に参照可能な環境をご提供します。 
 

統計業務オプション「DWH-BIオプション」 
｢DWH-BIオプション」は従来困難であった部門システム間のデータを統合して、様々
な視点で分析を実現します。BIツールにはMicrosoft SQL Serverを採用し、データ
検索定義からレポート作成までを一貫した操作で実現します。 

医療 医療 

A-0 

「働き方改革」 生産性向上をペーパレス、デジタル化で実現 
クラウドサービス & タブレット端末を利用した低額サービス ペーパレス会議
「AZCLOUD SaaS Ｄiscussion」や文書管理、ファイルサーバなど アナログ文書の
デジタル化で、生産性向上を図ります。 

「働き方改革」 どこでも働く事を可能とする柔軟な環境整備 
事務所前提の環境から開放され、多様な働き方 = テレワーク環境をお手軽に開始
できます。  
 ・コミュニケーション基盤 「OFFICE 365」 ・Web会議システム 「Live On」 
 ・社外から自席ＰＣにアクセス可能な 「モバらくだ」 

産業 

産業 産業 

産業 

自治体 

共通 


