FUJITSU
富士通
Winter Fair
ソリューション
フェア
～旬なソリューションご紹介～
2016

日時

2月22

日(木)

13:30～17:00（受付開始13:30～）

場所

in Hiroshima

2018年

富士通ソリューションステージ九州
福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター4階
※福岡市営地下鉄 空港線「東比恵駅」3番出口直結

主催

株式会社富士通マーケティング

タイムスケジュール
13:30
ハンズオン
14:00

ミニセミナー①

14:00～14:30

定員
16名

富士通グループで活用中の残業抑止対策
「IDリンク・マネージャー長時間残業抑止V2」ご紹介
働き方改革で求められる長時間労働の抑制。
万が一社員が自主的にサービス残業を実施した場合も、
企業は適正に残業時間を把握し、賃金の支払いが求
められます。そこで、上司の承認を得ていない業務時間
外のPC利用を強制的に制限する仕組みと、活用事例
をご紹介します。
15:00

ミニセミナー②

15:00～15:30

業務の効率化・ 自動化
推進ソリューション（RPA）ご紹介

定員
16名

ミニセミナー③

16:00～16:40

GLOVIA きらら販売 ご紹介

GLOVIAきらら販売クラウド
ハンズオンセミナー
GLOVIAきらら販売クラウド版
に触れていただき、その操作性
や機能を実感してください。
《ハンズオンセミナー内容》
受注、出荷、売上、請求、
売掛、在庫、発注、仕入、
主要マスタ

EntreQue(エントリーク)/
Autoブラウザ名人/Autoメール名人
RPAソリューション

IDリンク・マネージャー長時間残業抑止V2
テレワーク実現に最適！

Office365×Cisco AMP×超軽量PC
クライアント運用管理ソフトウェア

SKYSEA Client View
ワークフローシステム

X-point
OTRS

GLOVIAきらら販売＋課題発見ボード
※弊社インストラクターが講師として
皆様をサポートいたします。

kintone

for GLOVIA きらら 販売

入出荷検品システム
定員
16名

これからのシステム構築は、業務効率化による労働時
間の削減のみではなく、効果的なデータ活用や機会ロ
スの削減など収益向上に繋がることが求められています。
データ連携からデータ分析、モバイル活用といったお客様
のビジネスの生産性をより高めるための効率的なシステ
ム構築についてご紹介いたします。

17:00

13:45～15:45

定員
5名

映像分析によるコスト削減・技術伝承

働き方改革が求められる中で、定型業務などを自動化
し、業務の効率化を進めるツールとして、RPAが注目さ
れています。今後拡大が予測されるRPA市場の中で、
RPAがどういった業務に活用できるのか、自動化のイメー
ジ、富士通で取り扱い可能な製品などについてご説明
します。
16:00

13:30～17:00

ソリューション展示

13:45

Logi Lite

クラウド型PC、携帯、スマホ向け情報配信サービス

i-Compass WEB給与明細
原価管理ソリューション

通販ソリューション

QsConnect原価

QsConnect通販

※内容は都合により変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

開催概要

[名称]
[日時]

FUJITSU Winter Fair
2018年2月22日（木）受付開始13:30
[展示] 13:30～17:00 [セミナー]13:45～

[場所]

富士通ソリューションステージ九州

[主催]

株式会社富士通マーケティング

福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター4階

[対象] 総務、管理、営業、現場、情報システム部門のお客様

お申込み方法

※申込締切：2月20日(火)17:00

セミナー参加希望の方は、WebもしくはFAXにてお申込みください。

Web

http://www.fjm.fujitsu.com/events/180222/
スマートフォンでも
ご覧いただけます →

ネットで検索！ FUJITSU Winter Fair

FAX

092-474-0494

下記個人情報の取り扱いに同意の上、
必要事項をご記入いただきFAXにてお申込みください。

貴社名（必須）
ご住所
部署名・役職
（必須）

１ お名前（必須）
E-mail（必須）
部署名・役職
（必須）

2 お名前（必須）
E-mail（必須）

電話番号
（必須）

□
□
参加希望 □
□
□

ミニセミナー①（14:00～ 残業抑制）
ミニセミナー②（15:00～ RPA）
ミニセミナー③（16:00～ きらら販売）
ハンズオンセミナー（13:45～）
展示のみ

□
□
参加希望 □
□
□

ミニセミナー①（14:00～ 残業抑制）
ミニセミナー②（15:00～ RPA）
ミニセミナー③（16:00～ きらら販売）
ハンズオンセミナー（13:45～）
展示のみ

【お客様の個人情報の取り扱いについて】
お申し込みいただきましたお客様の個人情報は、株式会社富士通マーケティングが富士通株式会社と共に以下の目的で利用させていただきます。株式会社富士通マーケティングから富士通株式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。同意いただけない場合は、大変申し訳ございませんが、本セミナーのお申し込みはできません。
・本セミナーに関する連絡および開催当日の受付での使用
・イベント、セミナーの開催情報や製品、サービス情報のご案内
上記目的のために、株式会社富士通マーケティングおよび富士通株式会社から富士通グループ会社／パートナー企業に対して、契約により適切な管理を義務付けた上で、E-mail等で提供することがございます。また、本セミナーに関する連絡およ
び開催当日の受付、ならびに、次回の案内状送付のため、お客様の個人情報を委託先に預託することがあります。お客様の個人情報は、株式会社富士通マーケティングの個人情報保護ポリシー、および富士通株式会社の個人情報保護ポリシー
に基づき、適切に管理します。情報の開示・訂正・追加・削除および利用停止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。
株式会社富士通マーケティングの個人情報保護ポリシーhttp://www.fjm.fujitsu.com/policy/
富士通株式会社の個人情報保護ポリシーhttp://jp.fujitsu.com/about/compliance/privacy/

ご案内担当

お問い合わせ
お問い合わせ

FUJITSU Winter Fair 事務局
九州BP推進部
〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター
TEL：092-472-4019（受付時間9:00～17:30）
Ver.1

FUJITSU
Winter Fair

日時

2018年2月22日（木）13:30～17:00

場所

富士通ソリューションステージ九州

[展示] 13:30～17:00
[ハンズオンセミナー] 13:45～15:45（きらら販売）
[ミニセミナー] ①14:00～14:30（残業抑制） ②15:00～15:30（RPA） ③16:00～16:40（きらら販売）

福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター4階
出展ソリューション

主催

株式会社富士通マーケティング
お申込みはこちらから⇒

テレワーク実現に最適！

IDリンク・マネージャー長時間残業抑止V2
残業時間の申請・承認の仕組みと連動して、
勤務時間外のPC利用を制限する「長時間残
業抑止ソリューション」です。業務の内容を見え
る化し、長時間・サービス残業削減とワークライ
フバランスを実現します。

FUJITSU Winter Fair

Office365 × Cisco AMP × 超軽量PC
場所や端末を問わず、ドキュメントの作成・共同
作業、情報共有、ビデオ会議などができる
「Office365」。エンドポイントセキュリティを実現
する「Cisco AMP」。快適なモバイル活用を
可能にする超軽量PC「LIFEBOOK U937」を
ご紹介します。
㈱富士通マーケティング

㈱富士通エフサス

RPAソリューション

SKYSEA Client View

EntreQue/Autoブラウザ名人/Autoメール名人

クライアント運用管理ソフトウェア

働き方改革の一環として注目を集めているRPAツー
ル。ブラウザ操作やメール送受信を自動化します。
データ入力、ブラウザ操作、Eメールの送受信等々
日次／月次で発生するさまざまな定型業務を自動
化し、業務効率化を実現します。

SKYSEA Client Viewは、リスクの発見と
ＩＴ運用管理に必要な機能を搭載していま
す。UTM製品などと連携してサイバー攻撃の
早期把握を支援する機能や、共有フォルダへ
のアクセスを監視・制御する機能などを搭載。
多層防御によるリスク最小化を支援します。

GLOVIAきらら販売＋課題発見ボード

ワークフローシステム

スピード経営を実現するには、現場情報を速やかに
集約し、いかに戦略的データとして活用していくかを
考えることが必要です。基幹業務パッケージ
「GLOVIAきらら販売」と、シンプルな操作性で
データ分析／活用を得意とする「課題発見ボード」
㈱富士通マーケティング
で企業の競争力強化を支援します。

紙イメージの汎用ワークフローで、業種を問わず
業務改革を実現! 「まるで紙に書くような」
直感的な入力フォームで簡単操作。
また、マルチデバイス対応で、社外からも利用
可能でテレワークを実現します。

kintone for GLOVIA きらら 販売

映像分析によるコスト削減・技術伝承

「kintone」は、どなたでも簡単にドラッグ＆ドロップ
で業務システムを構築できるクラウドサービスです。
「kintone」と「GLOVIA きらら 販売」が連携する
ことで、販売管理のデータがどこからでも参照でき
るようになり、業務の効率化が図れます。

映像による動作分析・時間分析などの機能
により、生産・製造工場の作業時間短縮・省
力化・コスト削減ができます。ムダ・ムラをなくし、
作業の標準化を図ることで、コストダウンや品
質の均一化を実現いたします。

㈱富士通マーケティング

入出荷検品システム

エコー電子工業㈱

X-point

㈱富士通マーケティング

OTRS

㈱富士通マーケティング

クラウド型PC、携帯、スマホ向け情報配信サービス

Logi Lite

i-Compass WEB給与明細

『倉庫内作業の標準化を安価に実現』
入出荷検品、棚卸、簡易的な在庫管理機
能を持ち、無線ハンディーターミナル運用による
リアルタイム検品作業を実現できます。
また、統合基幹業務パッケージ「GLOVIA
きらら販売」とのデータ連携も可能です。
西日本オフィスメーション㈱
原価管理ソリューション

Sky㈱

QsConnect原価

給与明細のWEB化でペーパーレスはもちろん、明
細書配布に掛かるコストを削減します。セキュリ
ティーも万全で、見たい時にいつでもどこからでも、
安心して閲覧いただけます。「i-CompassWEB
給与明細」は会社にやさしく、環境にやさしく、
そして社員にやさしいエコなサービスです。
通販ソリューション

生産管理システムを導入することなく、一日に
生産した数量を入力するだけで、標準原価と
実際原価が計算可能！
「容易な運用」で実際原価計算をおこない、
「利益改善」をサポートします。

㈱富士通九州システムサービス

※内容は都合により変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

大興電子通信㈱

QsConnect通販

通販における「業務効率化」をサポートします！
顧客管理、受注管理、販促、分析機能をオール
インワン！ 受注から商品の発送、債権管理まで
をトータルで提供。ギフト通販、定期通販など、
受注形態に特化したオプション機能も充実。

㈱富士通九州システムサービス

担当営業：
Ver.1

