
 

富士通マーケティング 
 
トレンドセミナー2019 
 
in 関西 

主催：   
 

ハービス PLAZA 5階 

協力： 富士通株式会社   富士通グループ会社 
ウイングアーク1st株式会社    株式会社KDS   
株式会社さくらケーシーエス  シスコシステムズ合同会社 
大興電子通信株式会社             ナレッジスイート株式会社   
日新情報システム株式会社                                  （50音順） 
 

2019年  月  日(金) 

13:00～  （受付開始12:30～） 

2 8 



タイムスケジュール 

13:00 
| 

14:10 

特別講演-1 

AIと最新テクノロジーが創り出す 
新たな時代に向けて企業が取り組 
むべきこと 
 

AI 

ロボット 

2019年  AI×ロボット最前線  
～AIとロボットで社会はどう変わるのか～ 
 

14:40 
| 

15:50 

16:20 
| 

17:30 

休憩30分 

休憩30分 

富士通株式会社 
常務理事 首席エバンジェリスト 

中山 五輪男 

人工知能＆ロボット関連 
ITライター 

神崎 洋治氏 

30年後に来るであろうと言われているシンギュラリティの世界。
人々の生活や働き方が劇的に変化していくなか、企業は何をすべき
なのか。AIの近未来と現在の最新事例について、動画を交えながら
詳しくご紹介します。 
 

自動運転、スマート農業、無人コンビニなど労働者不足に対応する業
務の自動化や働き方改革が急務となり、ICT技術による超スマート社
会への変革も求められています。AI、ロボット、IoT、ビッグデータ
で生活やビジネスはどう変わっていくのかを最新事例を交えてご紹介
します。 

休憩15分 

休憩15分 

休憩15分 

13:00 
| 

13:45 

14:00 
| 

14:45 

15:00 
| 

15:45 

16:00 
| 

16:45 

17:00 
| 

17:45 

特別講演-2 

政府が推進するキャッシュレス化とは 

何か・その実態と今後 
 

山本国際コンサルタンツ 
代表  

山本 正行氏 

政府は2025年に向けてクレジットカード、デビットカード、電子マネー
などで支払う比率を今の2倍に高めようとしています。 
本講義ではその実現性や事業者に与える影響、消費者の視点など多角的
に分析の上解説し、さらに将来取るべき対策をご紹介します。 

特別講演-3 

多様な働き方の実現として、導入が進むテレワー 

今年こそ  使いこなそう テレワーク！   

多様な働き方の実現として、導入が進むテレワーク。 
一方で「制度が活用されない」などの課題の声も耳にします。 
本セミナーでは、当社が導入したテレワーク制度について、8年
間を振り返りポイントをご紹介します。 

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 15-1 

働き方改革 

災害対策 

2019年大阪サミット、2025年大阪万博の開催が決定し、日本
国内はサイバー攻撃のターゲットとなる恐れがあります。過去
のオリンピック、W杯等でのサイバー攻撃事例も交えながら、
内閣サイバーセキュリティセンターのガイドラインに適合した
マルウェア対策についてご紹介させていただきます。 

大興電子通信株式会社 
 セキュリティ営業部 AppGuard推進課 

内村 圭祐氏 
13-1 

2019年大阪サミット間近！  
マルウェア対策は万全ですか？ 

セキュリティ 

キャッシュレス時代に向けた 
これからのPOSシステム     

現金主義の考えが根強く残る「決済」も、着々とキャッシュレス 
化が進んできています。この流れに乗り遅れないようにするには、 
どのようなPOSシステムを検討すべきかを弊社の取り組みを交え 
ながらご紹介します。 

株式会社ＫＤＳ  
ビジネスソリューション本部 
ビジネスソリューション部 

部長 森 裕昭氏 
16-1 

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「いつでも・
どこでも・簡単な」経費精算で月末に集中する精算業務の負荷
を軽減し、働き方改革を推進する方法をご紹介します。 

株式会社さくらケーシーエス  
産業ソリューション事業部大阪支社 

岡﨑 大輝氏  17-1 

働き方改革 

スマホで手軽に申請！ 
経費精算業務からはじめる 
働き方改革     

昨年は多くの災害に見舞われた関西ですが、災害対策は万全で
すか？相互コミュニケーションツールと地図情報システムの連
携を元にした災害時の従業員の安否確認、ハザードマップ情報
や地図情報の活用、外国人サポートへの応用など新しい災害対
策についてご紹介します。 

日新情報システム株式会社  
MR企画部 

前田 賢志氏 
14-1 

地図・位置情報を活用した新たな災害対策 

災害対策 

休憩15分 

※セミナーのタイトル、講師は変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。 



休憩15分 

休憩15分 

ハンズオン-1 

RPA 

ハンズオン-2 

RPA 

休憩15分 

休憩15分 

13:00 
| 

13:45 

14:00 
| 

14:45 

15:00 
| 

15:45 

16:00 
| 

16:45 

Me to Me から始める健康経営 
～楽しく継続できる仕掛けづくり～  

自社で健康に向けた取組みをしていますか？参加率はどのくら
いでしょうか？健康リテラシーの向上に寄与するウェアラブル
デバイス。自分のデータと対話することで、驚異の参加率・継
続率を実現した健康増進事例と健康経営がもたらす効果につい
てご紹介します。 

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 
産業･流通統括営業部  

 松原 一平 
15-2 

健康経営 

本セミナーでは営業プロセスの可視化・効率化を通じて受注率
をいかに向上させるか、また営業支援システム（SFA）の導入に
より営業および間接部門における働き方がどう変わるのか、そ
して人間とテクノロジーの関係と共存についてご紹介します。 

ナレッジスイート株式会社 
 代表取締役社長 稲葉 雄一氏 13-2 

働き方改革に求められる「生産性」と 
「受注率」を同時に上げる 
  秘訣とは？ SFA 

ブロックチェーンで超える企業･業種のカベ 
～データ流通･利活用による 

  日本の新産業創出～     

今、安心安全な情報共有ネットワーク技術として注目を浴びて
いるブロックチェーン。その技術を活用した企業間・異業種間
連携を加速する新たなアプローチと成功に向けたメソッドを、
最新の取り組み事例を交えてご紹介します。 

富士通株式会社  
ビジネス開発統括部  

マネージャー 松木 敦 16-2 

あらゆる業種で、データを取得する手法が確立しています。 
しかし取得したビッグデータをどのように活用すれば価値が生
まれるのか、悩まれている方も多いのが実情です。本セミナー
では、業種毎の事例を元にビッグデータ活用の勘所をご紹介し
ます。 

ウイングアーク1st株式会社 

関西営業部 第3グループ  
四之宮 諒氏 

17-2 

ビッグデータ 

業種別！データ活用トレンド事例を一挙
大公開致します！  

顧客の変化する嗜好に対して、発生する様々なデータをもとに
どう対処すべきか、またその実践内容の決定と実施の最終判断
は人間が行うが、その判断支援としてのサジェッション(未知の
判断支援)でその変化対応を支援するためのAI活用考察をご紹介
します。 
 

14-2 

流通業におけるAI利活用  
～未来の姿～ 

AI 

「働き方改革関連法」が2019年4月以降順次施行されます。
ニュースに出てこない働き方改革のトラブル事例を中心に、注意
すべき点と人事部の電子申請事務について、各種メディアに執筆
している社労士がご紹介します。 

SRO労働法務コンサルティング  
特定社労士/行政書士 

代表 杉本 一裕氏 
13-3 

働き方改革関連法施行！ 
注意すべき職場トラブルとは 

働き方改革 

RPAは事務作業を自動化できるデジタルレイバー「仮想知的労
働者」の一種であり、設定さえすれば休まずに働くことができ、
飛躍的に業務効率が向上します。デジタルレイバーのメリット
とデメリットを整理し、その活用の在り方と成功のポイントを
ご紹介します。 

株式会社富士通総研  
コンサルティング本部 

 苧坂 健一郎 
14-3 

「デジタルレイバー」と共に働く！ 
 ～RPAの進化と活用事例～ 

RPA 

休憩15分 

多様な働き方の実現として、導入が進むテレワーク 

AI導入成功のための前提知識 
  ～ AIの実体と適用のポイント ～   

着実なAI普及の一方で、未だAIへの不理解がその導入の妨げと
なっているケースが散見されます。本講演では、AIの基本原理
や導入の考え方など、正しいAI導入に必要な前提知識について
事例を交えながら解説します。 
 

富士通株式会社 
AI＆IoTオファリング統括部 

シニアエキスパート 弓田 光正 
15-3 

AI 

休憩15分 

Windows 10導入における 
最新アップデート運用の考え方 

Windows 10導入の際、一部の企業では、PCアップデート運用・
管理を大きく見直す必要が生じます。当セッションでは、
Windows 10移行で発生するアップデート運用における課題に
フォーカスし、最新PCアップデート運用・管理の考え方について
ご紹介します。 

株式会社富士通マーケティング 
サービス＆プロダクトビジネス推進統括部 

 統括部長  有滝 和貴 
16-3 

Windows10 

多様な働き方の実現として、導入が進むテレワーク 

サイバーセキュリティ対策 
 

「CSIRTの必然」  

官民、業種や規模に関わらず無差別に繰り広げられるサイバー
攻撃は、攻撃手法が多様化され、従来の「常識」が通用しなく
なる事は否めません。今後のサイバー攻撃対策に不可欠である
「CSIRT」構築の具体策についてご紹介します。 
 

株式会社富士通マーケティング 
公共・金融ビジネス推進統括部 

 藤田 和重 
17-3 

セキュリティ 

休憩15分 
RPAハンズオン 

セミナー 
～RPA×OCR× 

販売管理システム～ 

17:00 
| 

17:45 

RPA 
(デジタルレイバー) 
と成長企業様を中心に導
入実績をいただいており
ます「GLOVIA きらら販
売」の豊富な機能を組み
合わせた管理部門の生産
性向上手法をぜひご体感
ください。 
経験豊富な講師が操作方
法をサポートします。 

休憩30分 

休憩15分 

14-3 

富士通株式会社  
小売第一統括営業部 

エキスパート 野村 和男 

    45分セミナー 120分セミナー   70分セミナー 

RPA 
(デジタルレイバー) 
と成長企業様を中心に導
入実績をいただいており
ます「GLOVIA きらら販
売」の豊富な機能を組み
合わせた管理部門の生産
性向上手法をぜひご体感
ください。 
経験豊富な講師が操作方
法をサポートします。 

RPAハンズオン 
セミナー 

～RPA×OCR× 
販売管理システム～ 

15:30-17:30 

13:00-15:00 

シーサート 



※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。 

富士通マーケティング 
トレンドセミナー 2019 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） 

ご案内担当者 
お問い合わせ 

＜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 

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。 
 

ハービスPLAZA ５F 
住所：〒530-001大阪市北区梅田2-5-25    

各沿線とも地下から 
お越し下さい  

Vol.9 

●タリーズコーヒー 

マツモトキヨシ● 

会場ご案内 

電話：06-6343-7350 
(ハービスPLAZA) 

ここの 
5階です 

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。 

ハービスPLAZAまでのストリートビュー 

展示コーナー 

AI-OCRとRPA連動で紙文書の入力業務を自動化！ 

PFU RPAソリューション 
1 

2 働き方改革を支えるCisco最新ソリューション 

Cisco Webex / MERAKI / AMP for Endpoints 

3 クラウドERPで利便性向上を支援 

FUJITSU Enterprise Application GLOVIA iZ 

5 サイネージを簡単に！特別な知識がなくても運用可能 

FUJITSU Software ChaMEO 

6 コミュニケーション基盤を活用した働き方改革 

FUJITSU Software TIME CREATOR 

音声を認識し、即座に翻訳＆テキスト変換！ 

FUJITSU Software LiveTalk 
4 

7 

お申し込み期間： 2019年2月6日（水）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。 
 

検索 FJM セミナー 

ネットで検索！ 

http://www.fjm.fujitsu.com/events/190208/ 

お申込みURL 

お申込み方法 

健康的でバランスの取れた生活をサポートするIoTデバイス 

Fitbit 

展示コーナーにも是非お立ち寄り下さい！ 
開催時間：13:00－17:00 

http://www.fjm.fujitsu.com/events/190208/
http://www.fjm.fujitsu.com/events/190208/
http://www.fjm.fujitsu.com/events/190208/

