
FUJITSU 
Winter Fair 
2019 

株式会社富士通マーケティング 

藤田 和重 
（ふじた かずしげ） 

現代の企業が重要視すべきSNS利用上のリスクや個人情報管理に関して 
全国および海外で年間50講演以上を実施しております。 
 【資格】 JIPDEC プライバシーマーク審査員補（PMS-C00837） 
 IRCA ISO27001・ISMS国際審査員補（01199129） 
 IRCA ISO20000・ITSMS国際審査員補（01199129） 
 MEDIS 上級メディカル・チーフ・プライバシーオフィサー（AMCCPO01001） 
 JPCA 認定プライバシーコンサルタント（J-0801-2524） 

働き方改革に潜むリスクとその対策 
～「テレワーク」がもたらす企業リスクと 
      増え続ける「サイバー攻撃」による情報漏えいの実態～ 

働き方改革に求められる基幹システムとは？ 
～RPA＆BI分析で生産性を高める！～ 

～働き方改革に求められる対策とは～ 

働き方改革に関連するソリューションを展示やデモンストレーションでご紹介。 

2019年2月6日(水) 

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） 

株式会社富士通マーケティング 

開催日 

場 所 

主 催 

展 示 

セキュリティ 

業務効率化 

基幹システム 

業務効率化 基幹システム セキュリティ 法改正 

特別講演 

講 演 

働き方改革を推進する上で避けては通れないテレワークと、その際に利用する端末（モバイルPC、スマホ、
私物PC 等）について、以下のポイントを中心にご説明いたします。 
  ・ アカウント漏えいを誘発する、私用のネット閲覧の真実 
  ・ 意外に多い未締結”個人情報取扱誓約書”の落とし穴 
  ・ クラウドシステムを利用する際に必須となる、事前準備とは何か 
また、2020年の東京オリンピック開催に向けて増え続ける、サイバー攻撃による驚くべき情報漏えいの実態と 
企業への経済損失、より実践的なリスクヘッジ手法についてご紹介いたします。 

働き方改革関連法成立！ 
労働時間法制で必要な労働管理とシステム対策 

法改正 講演 2 

内容は都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

15:00～15:45 

講演 1 
13:30～14:45  

講演 3 
16:00～16:40  

受付開始 13:00 

13:00～17:00 ※展示内容は、別紙「出展ソリューション」をご確認ください。  

マカフィー株式会社 協 賛 

13:00～17:00 



〒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） 

ご案内担当 

Ver.2.1 

FUJITSU Winter Fair 事務局 

九州BP推進部 

お問い合わせ 

FUJITSU Winter Fair 2019 申込締切：2月4日㈪ 

ICTのmikata 検索 お客様の経営・業務課題を解決する情報提供サイト 

http://www.fujitsu.com/jp/group/fjm/mikata/  

ICT選定のmikata「見方」  

導入事例 ケーススタディ システム選び 社内実践事例 コラム お役立ち情報 

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） 

TEL：092-472-4019   

 •福岡市営地下鉄「東比恵」下車 徒歩1分 

 （駅直上のビルです。3番出口をご利用下さい。） 

 •西鉄バス「比恵」下車 徒歩1分 

   系統［41］雑餉隈営業所［43］金隈 

 •JR九州「博多駅」から 徒歩15分 

  ※会場には駐車場がございませんので、公共交通機関にてご来場ください。 

 【アクセス】 

会場のご案内 

http://www.fjm.fujitsu.com/events/win190206/ 

下記申込サイトより、お申込みください。 

●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、 

予めご了承ください。 

●開催当日は、お手数ですがお名刺を2枚ご用意のうえ、会場受付までお越しください。 

お申込み方法 

お客様のビジネスのmikata「味方」 

同日開催！ 「GLOVIAきらら販売 ハンズオンセミナー」   

※イベント詳細は、別紙案内状またはWebサイトをご覧ください。 

①13:00～14:45  ②15:00～16:45 
（いずれか、ご希望のお時間をお選びください。） 

Place 

Time 

富士通株式会社 九州支社2階 ゲストルーム８ 
（福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター2階） 

http://www.fjm.fujitsu.com/events/glo190206/ Web 

http://www.fjm.fujitsu.com/events/glo190206/
http://www.fjm.fujitsu.com/events/glo190206/
http://www.fjm.fujitsu.com/events/glo190206/


エコー電子工業株式会社 

新時代の勤怠管理システム 

課題発見ボード（データ分析） 
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」
で企業の競争力強化を支援します。 

株式会社 富士通マーケティング 

スマホを活用して、いつでもどこでも簡単に申請や
承認が可能なだけでなく、GPS機能を利用しサテ
ライトオフィスやテレワークを実現します。 
また長時間労働抑制のチェック機能も充実させた、
まさに「働き方改革」の時代を先取りした新しい 
勤怠管理システムです。 

FUJITSU 
Winter Fair 
2019 

2019年2月6日（水）13:00～17:00 
[展  示] 13:00～17:00 
[講演１] 13:30～ 『働き方改革に潜むリスクとその対策 ～「テレワーク」がもたらす企業リスクと 
              増え続ける「サイバー攻撃」による情報漏えいの実態～』 
[講演２] 15:00～ 『働き方改革関連法成立！労働時間法制で必要な労働管理とシステム対策』 
[講演３] 16:00～ 『働き方改革に求められる基幹システムとは？～RPA＆BI分析で生産性を高める！～』 

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 

株式会社富士通マーケティング 

マカフィー株式会社 

担当営業： 

RPA連携 
働き方改革の一環として注目を集めているRPA 
ツールと連携し、日次／月次で発生するデータ 
入力、取込み等、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。 

出展ソリューション 

※上記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。 

日 時 

場 所 

主 催 

クラウドセキュリティサービス 

Office365 × HENNGE One 

HENNGE株式会社 

「HENNGE One」は、Office 365、 
G Suite、 Salesforce、LINE WORKS、
Boxなどのクラウドサービスと連携して、 
情報漏えい対策・デバイス紛失対策・不正 
ログイン対策をクラウド上で実現するクラウド 
セキュリティサービスです。 

働き方改革 サイネージで広がる可能性！ 
社内教育・FAQを多言語で実現 

株式会社 富士通マーケティング 

人口減少が進む日本では避けて通れない 
外国人雇用。優秀な人材を雇用できたとし
ても、社内設備利用マニュアルやセキュリティ
研修の多言語対応は相当な負担がかかり 
ます。そこで、”サイネージ”と”ＡＩ”を利用 
した効率化手法をご提案いたします！ 

クライアント運用管理ソフトウェア SKYSEA Client View 

Ｓｋｙ株式会社 

組織の重要データを守るため、情報セキュリティ 
対策の強化とIT資産の安全な運用管理を支援
します。最新バージョンでは、Windows10の自
動アップデートの制御などの運用管理や、過重労
働対策として、従業員の残業状況や労働時間 
の把握を支援する機能も搭載しています。 

株式会社 ソリトンシステムズ 

社員のパスワードが盗まれる時代、パスワード
に代わる「PCログオン認証」をご提案いたします。 
顔認証機能では、PCの内蔵カメラで利用者
本人を特定しログイン。リモートワークにおける 
セキュリティ対策としても最適です。 

パスワードに代わる“認証”を体験 SmartOnID (顔認証) 

入出荷検品、棚卸、簡易的な在庫管理機能 
を持ち、リアルタイム検品作業を安価に実現で 
きます。Web-API機能を搭載し、各種クラウド
サービスとの連携を実現しました。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株式会社 

いよいよ施行が迫った「働き方改革関連法」。 
基幹業務における業務効率化は多くの企業様
での必須課題です。 
基幹業務パッケージ『rBOM』と、自動化ツール 
など、各現場の業務改善をご支援するツールを 
ご紹介します。 

大興電子通信株式会社 

入出荷検品システム Logi Lite (Web-API対応) 

製造業の業務効率化を支援！ 

基幹業務パッケージ rBOM × 業務効率化ツール 

スピード経営を実現！ 

GLOVIAきらら販売 ＋ 課題発見ボード／RPA連携 

ChaMEO（シャミオ） 

協 賛 

お申込みはこちらから⇒ 

FJM イベント セミナー 

「セキュリティ人材の不足」は、将来にわたり 
続く課題です。当ブースでは、マカフィーが 
提供する近未来セキュリティ「MVISION」で 
セキュティ人材の不足を解決する道しるべを 
お伝えします。 

マカフィー株式会社 

McAfee MVISION 

http://workflow.gcs.g01.fujitsu.local/sites/f4008/jp/ddl/i/Forms/DispForm.aspx?ID=592&FilterField1=c1_x003a_name&FilterValue1=12_%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0
http://workflow.gcs.g01.fujitsu.local/sites/f4008/jp/ddl/i/Forms/DispForm.aspx?ID=1814&FilterField1=c1_x003a_name&FilterValue1=12_%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0
http://workflow.gcs.g01.fujitsu.local/sites/f4008/jp/ddl/i/Forms/DispForm.aspx?ID=1664&FilterField1=c1_x003a_name&FilterValue1=12_%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0
http://workflow.gcs.g01.fujitsu.local/sites/f4008/jp/ddl/i/Forms/DispForm.aspx?ID=865&FilterField1=c1_x003a_name&FilterValue1=12_%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0
http://workflow.gcs.g01.fujitsu.local/sites/f4008/jp/ddl/i/Forms/DispForm.aspx?ID=1806&FilterField1=c1_x003a_name&FilterValue1=12_%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0

