富士通マーケティング
トレンドセミナー2018
in 関西

1月25日(木)

2018年

13:00～（受付開始

12:30～）

ハービス PLAZA 5階
主催：
協力：

WILLER EXPRESS JAPAN株式会社 コクヨ株式会社
株式会社KDS
株式会社さくらケーシーエス
ソレキア株式会社
大興電子通信株式会社
都築電気株式会社
日新情報システム株式会社
ユーザックシステム株式会社
（50音順）

和歌山県橋杭岩の初日の出
撮影場所：京都嵐山

:45分セミナー

タイムスケジュール
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クラウド

「今」を実感し、「未来」に繋
げるPOS情報分析のエッセンス
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戦略経営

経営者が取り組むべき、本質
を捉えた「働き方改革」とは
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デジタル革新を加速するAI
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～取組み事例のご紹介～
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株式会社さくらケーシーエス
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株式会社富士通マーケティング

B-2

C-2

受注に貢献する B to B
デ ジタルマーケティングとは？

旅客業における
IoT活用実践事例

ソレキア株式会社

A-4

IoT

製造業向け IoT導入誘導への道
Minimum Start

A-5

セキュリティ

米政府機関で18年以上破られ
たことのないサイバーセキュ
リティ技術とは

B-3

働き方改革

なぜ、働き方改革の実感が
わかないのか

C-3

フィンテック

フィンテックがもたらす未来に
今、企業が備えておくべきこと

A-6

グローバル

越境ECビジネスの
展開について

15:00
|
15:45

～進め方に悩む推進者が
知っておきたい事～
株式会社富士通マーケティング

B-4

IoT

工場IoTの理想と現実と
これから

株式会社富士通総研

C-4

生産性改革

請求書・注文書など、社外向け
帳票配信の電子化＆自動化を
クラウドで実現

大興電子通信株式会社
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|
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|
14:45

WILLER EXPRESS JAPAN株式会社

株式会社富士通マーケティング
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IoT

IoT

製造・流通現場の見える化で
業務改善
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|
15:45

富士通株式会社

16:00
|
16:45

コクヨ株式会社

B-5

RPA

先進企業に見る
RPA導入事例と働き方改革

C-5

AI

富士通が考える！
AIテクノロジーを利用した
需要予測精度向上の取り組み

ユーザックシステム株式会社

日新情報システム株式会社

17:00
|
17:45

株式会社富士通研究所

体験セミナー
13:00
|
13:30

D-1
テレワーク
体験セミナー

14:00
|
14:45

D-2
Windows10移行セミナー

15:15
|
17:45

D-3
GLOVIAきらら販売
クラウドハンズオンセミナー

お申込み方法
お申し込み URL

http://www.fjm.fujitsu.com/events/180125/
お申し込み期間： 2018年1月23日（火）12:00 まで
●セミナーは、先着順で定員になり次第、お申し込みを締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。
●開催当日はお手数ですが、お名刺を2枚ご用意のうえ、「受付(5階)」までお越しください。
●業界関係者様の申込はご遠慮願います。
●会場にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。駐車場はご用意しておりません。

ネットで検索！

FJM セミナー

検索

13:00-13:30

A-1

13:45－14:15

「今」を実感し、「未来」に繋げる
POS情報分析のエッセンス

今、そして未来の店舗経営には”分析力”と”スピード”が不可欠です。
リアルタイムな情報を多彩な方面から分析し、スピーディーに対策を講じて
「今」から「未来」へ繋げる必要があります。本セミナーでは、店舗の今・
未来を活性化するための方法を「事例」を交えてご紹介します。

14:30-15:00

A-3

株式会社KDS
ビジネスソリューション本部
部長 森 裕昭 氏

製造・流通現場の見える化で業務改善

製造・流通現場におけるRFID・生体認証を利用した入退室管理システムや、
物品・在庫・所在管理システムなど人やモノの移動動線の見える化で業務改
善する方法をご紹介します。

16:00－16:45

A-5

ソレキア株式会社
IoTソリューション営業統括部 営業部
プロスタッフ 山畑 郁夫 氏

米政府機関で18年以上破られたことのない
サイバーセキュリティ技術とは

日々生まれるマルウェアは日毎進化し、パッチ適用やパターンマッチング等
旧来のテクノロジーでは検出防御が困難となっています。そこで、超軽量で
ありながら未知/既知を問わずマルウェアの不正な動きを完全阻止し、パソコ
ンを守る新しいサイバーセキュリティ技術をご紹介します。
大興電子通信株式会社
関西支店
副部長 藤井 一成 氏

13:00-13:45

企業の経営課題を踏まえながら、働き方改革の本来の意図を読み解き、企業
がとるべき施策をご紹介します。ヒト・モノ・カネの観点で、企業経営の実
態をどう把握し対策をたてていくか、お客様の分析事例をもとにわかりやす
く解説します。

15:00-15:45

株式会社富士通マーケティング
GLOVIA事業本部 クラウドビジネス部
プロジェクト課長 武田 幸恵

なぜ、働き方改革の実感がわかないのか
～進め方に悩む推進者が知っておきたい事～

社会問題にもなった長時間労働の抑制に向けて、法改正を含めた議論が活発
化しています。一方で、お客様に頂いた1000名のアンケートからは、取り
組み方に対する悩みが多く寄せられています。本セミナーでは、当社の改革
実践者による体験談と効果的な方法をご紹介します。

17:00-17:45

B-5

株式会社富士通マーケティング
戦略プロモーション統括室
部長 田中 貴之

先進企業に見るRPA導入事例と働き方改革

手作業によるパソコン操作を自動化する、今注目のRPA。先進の導入事例を
ご紹介するとともに、各企業の働き方がどのように変わったのかを詳しく解
説いたします。

経費精算業務からはじめる
間接業務の削減とワークスタイル変革

経費精算業務の見直しは、経理部門だけでなく全社の業務効率向上につなが
ります。 スマートフォンを活用したペーパーレス申請による間接業務の削減
効果と電子帳簿保存法への対応のポイントをご紹介します。
株式会社さくらケーシーエス
大阪支社

A-4

製造業向け IoT導入誘導への道
Minimum Start

黒船到来(IIC,Industry4.0)により製造業にビジネスチャンスが到来している
昨今。収集データの可視化＆分析等の構築を「実証検証時点」からご提供し
ている当社より、モーターなど工場設備の稼働状況を保全管理する方法につ
いてご紹介します。
都築電気株式会社
シンギュラリティグルーフﾟ長付き

A-6

統括部長

大桃 幸治 氏

日商500億の市場を持つ越境ECビジネス。特に中国では爆買いによる日本製
品の認知により、日本製品のニーズが高まっています。その中で中小メー
カーがこの市場をいかにして視野に入れるか、又、リスクや面倒な手続きを
最小限に抑え進出するかを分かりやすくご説明します。
日新情報システム株式会社
ビジネスソリューション営業部
新市場担当部長 角谷 豊彦 氏

14:00－14:45

受注に貢献する B to B
デジタルマーケティングとは？

これまでの営業活動だけでは売上が達成できなくなった現在、デジタルマー
ケティングに取り組む企業が増えています。B to Bマーケティングに取り組
んできた当社が、社内に分散しているデータの統合やコンテンツ制作など、
様々な課題や解決のポイントをお伝えします。
株式会社富士通マーケティング
デジタルマーケティング推進室
室長 桜井 浩

16:00-16:45

B-4

工場IoTの理想と現実とこれから

富士通が考えるIoTについて、お客様の抱える理想と現実、悩みや取り組む
べき課題を事例を踏まえてご紹介します。 今回は、ヒト/モノの位置情報を、
ビーコンを活用してリアルタイムに把握し、生産性＋原価精度向上を実現す
る方法を中心にご紹介します。
産業ビジネス本部

株式会社富士通アドバンストエンジニアリング
第二産業ソリューション統括部 ソリューション部課

中川 大介

13:00-13:45

C-1

デジタル革新を加速するAI
～取組み事例のご紹介～

富士通は Human Centric AIのコンセプトの基、革新的な事例をお客様との
Co-Creation(共創)により生み出しています。 お客様と取り組んでいる最新
事例をベースに今後のAI活用を考えてみたいと思います。
富士通株式会社
オファリング推進本部 デジタル革新オファリング統括部
AI&データアナリティクス推進部 小池 雄平

15:00-15:45

C-2

C-3

～フィンテックの現況と今後の展望～

フィンテックの概要並びに、ユースケース等のトレンドをご説明します。
ユースケースでは、主に民需企業の経費管理、資金調達、セールス等に
メリットのあるフィンテックサービスを重点的にピックアップしご紹介
します。

WILLER EXPRESS JAPAN株式会社

代表取締役 平山 幸司 氏

エンジニアリングソリューション統括部

越境ECビジネスの展開について

14:00-14:45

高速バス「WILLER EXPRESS」様では運行状況と乗務員の「眠気情報」をリ
アルタイムで管理し安全運転を支援しています。IoT活用による安全性・快
適性向上への取り組みについてご紹介します。

機器デバイス本部

17:00－17:45

ユーザックシステム株式会社
パートナービジネス営業部長 兼 マーケティング本部
取締役部長 小ノ島 尚博 氏

旅客業におけるIoT活用実践事例

中尾 しのぶ 氏

15:15-15:45

B-2

B-1

B-3

A-2

コンサルティング本部

株式会社富士通総研
クロスインダストリビジネス企画グループ
チーフシニアコンサルタント 町田 憲亮

16:00－16:45

C-4

17:00-17:45

請求書・注文書など、社外向け帳票配信の
電子化＆自動化をクラウドで実現

C-5

製造業においては、作業、設備、在庫、歩留などの様々なロスがあります。
AIを活用し需要予測の精度を上げることで、これらのロスを大幅に削減出来
るのではないか？IT業界に課せられた重要な課題に対し、富士通が考える
取り組みをご紹介します。

ペーパーレス化はしたい、でも取引先からのFAX、郵送の要望はなくならな
い…という方必見！アウトソーシングとクラウドを上手く組合せ、相手先の
ニーズを満たしつつ、自社内業務を「ゼロ」に導くコクヨのノウハウをご紹
介します。

13:00-13:30

D-1

富士通が考える！AIテクノロジーを利用した
需要予測精度向上の取り組み

コクヨ株式会社
事業開発センター ネットソリューション事業部
シニアスペシャリスト 山崎 篤 氏

株式会社富士通研究所
人工知能研究所
シニアディレクター 渡部 勇

14:00-14:45

テレワーク体験セミナー

D-2

仮想デスクトップサービス(V-DaaS)は、お客様専用の仮想デスクトップ
基盤(VDI)をネットワーク経由でご提供するサービスです。ワークスタイル
変革の第一歩をご支援します。本セミナーでは、超軽量モバイルPCを用いて
実際の仮想デスクトップの動きを体感いただきます。

Windows 10 移行セミナー

Windows10移行におけるポイントについて｢Windows10の機能アップデー
トの仕組み｣、｢Windows10の新しいブラウザ｣に関して紹介いたします。

富士通株式会社
富士通エフ・オー・エム株式会社

富士通エフ・オー・エム株式会社

下記は随時ご体験頂けます！是非お立ち寄りください！

15:15-17:45

D-3

GLOVIA きらら販売
クラウドハンズオンセミナー

成長企業様を中心に1300本の導入実績をいただいております「GLOVIAきら
らシリーズ」。新たにラインアップされた「GLOVIAきらら販売クラウド
版」の豊富な機能を是非ご体感ください。経験豊富な講師が操作方法を
サポートします。
株式会社富士通マーケティング
富士通エフ・オー・エム株式会社

■GLOVIA iZ / きらら
GLOVIAは、多くのお客様への導入実績を持つ
富士通の統合業務ソリューションです。

■SkillMonitor for Golf
骨格で見える、スイングのクセ！
非接触3Dセンシング技術で、
「ゴルフフォーム」を診断します。

富士通レディースで

大好評！

会場ご案内

電話：06-6343-7350

ハービスPLAZA ５F

(ハービスPLAZA)

住所：大阪市北区梅田2-5-25 5F

場所がご不明な方は、
こちらの電話番号までご連絡ください。

各沿線とも地下から
お越し下さい

●タリーズコーヒー

壁に『ブリーゼブリーゼ』と書かれているところを左に曲がり、
すぐ右手にハービスPLAZAの入り口があります。
館内中ほど左手にありますエレベーターで5階までお上がりください。

マツモトキヨシ●

ハービスPLAZAまでのストリートビュー
＜最寄駅(徒歩)＞
・阪神梅田駅（西改札）より徒歩6分
・JR大阪駅（桜橋口）より徒歩7分
・JR東西線北新地駅（西改札）より徒歩10分
・地下鉄四つ橋線西梅田駅（北改札）より徒歩6分
・地下鉄御堂筋線梅田駅（南改札）より徒歩10分
・地下鉄谷町線東梅田駅（北改札）より徒歩10分
・阪急梅田駅より徒歩15分

ここの
5階です

お問い合わせ
ご案内担当者

富士通マーケティング
トレンドセミナー 2018 in 関西 事務局
E-mail： fjm-kansaitrends@dl.jp.fujitsu.com
株式会社富士通マーケティング
〒530-8250 大阪市北区梅田3-3-10（梅田ダイビル）
TEL:06-6343-2631（受付時間 9:00～17:30 土・日・祝日を除く）
※記載の内容は、都合により変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
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