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国をあげて働き方改革への取り組みが行われています。日本マイクロソフトもこの夏、週休3日制へ
のチャンレンジを行います。働き方改革で求めるのは時短ではありません、質の向上です。 
制度やスキル、モチベーション、それらを人工知能などのさまざまなICTによって手助けすることで
労働の質を向上させ、結果就労時間が短くなることで、豊かなワークライフバランスを形成できます。 
また、ワークライフバランス＝休暇を多くとることではありません。仕事と生活のバランスをうまく
保ち、やりがいや充実感を持って人生を豊かにすることです。 
働き方と生活の質を向上するとはどういうことなのか？さまざまなICTの活用により、私たちはどの
ような恩恵を受けるのかをお伝えいたします。 
 西脇 資哲 氏 日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 エバンジェリスト  

こうすれば働き方は自然に変わる！ 
日本マイクロソフトのエバンジェリストの働き方 

90年代から企業システム、データベース、インターネットビジネスに関与。96年より約13年間日本オラクルにてエバンジェリストとして従事。2009年に日本マイクロソフトに入社。それからも
精力的にエバンジェリスト活動を継続。12年には日本経済新聞でIT伝道師として紹介され、また13年には日経BP社から世界を元気にする100人に選ばれている。｜TOKYO FM「エバンジェリスト
スクール！」（乃木坂46とMC）｜TBS「御朱印ジャパン」｜ドローン投資ファンド｜仮想通貨｜iPS細胞研究所アドバイザー｜ベストセラー「プレゼンは目線で決まる」（ダイヤモンド社）｜エ
バンジェリスト養成講座（翔泳社） ｜ プレゼンドリル 伝えかた・話しかた（翔泳社） 

講 演 11:20～16:30  

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 デジタル技術はもの凄いスピードで私たちの世界を変えており、あらゆるものがネットワークにつながることで利便性が増す一方で、世界
は複雑化していると言われています。そのような中、企業は既存のビジネスから脱却し、業界の垣根を越えてあらゆる企業と連携する事で、
新たなビジネスや価値を創造していく事が求められています。 
 経済産業省が公表した “DXレポート” において「2025年の崖」として衝撃的な提言がなされたように、各企業は、競争力維持・強化の
ために、デジタルトランスフォーメーションをスピーディーに進めていくことが求められています。 
 富士通グループは、この度デジタルトランスフォーメーション（DX）をテーマとした「FUJITSUソリューション祭り2019 in 九州」を開催
いたします。 
 本イベントでは、お客様のデジタル革新の強化に向け、デジタルビジネスを支える最新技術をはじめ、お客様の経営基盤の強化から攻めの
経営を実現するために必要な様々なソリューション、先端のプロダクトやサービスを、講演と展示デモでパートナー企業とともに紹介させて
いただきます。この場をお客様の新たな取り組みやビジネス展開にお役立ていただきたく、ご多用の折とは存じますが、ぜひご来場賜ります
ようお願い申し上げます。                          敬具 

ごあいさつ 

株式会社 富士通マーケティング 

九州支社長  井手口 敏 

2019年7月 

柴崎 辰彦 
株式会社 富士通総研 エグゼクティブコンサルタント 

（あしたのコミュニティーラボ代表／Digital Innovation Lab代表） 

基調講演 13:00〜14:00 

富士通講演１ 14:30〜15:20 

デジタルビジネスと社会課題に挑む ～実践のための５つのポイント～ 

瀬尾 隆一 

スポーツ業界で注目を集める富士通のスポーツICTの取組み。体操競技の採点支援から、ランニングを楽し
む市民ランナーの裾野を広げる日本陸連との新しい試みなど。その中における富士通の役割、様々な企
業・団体とのエコシステムについてご紹介いたします。 

富士通株式会社 スポーツ・文化イベントビジネス推進本部 本部長代理 
兼）東京オリンピック・パラリンピック推進本部 ビジネス企画推進統括部 統括部長  

特別講演 11:20〜12:00 

富士通のスポーツＩＣＴの取組み 

及川 洋光 

近年、世界のプラットフォーマーとしてGAFA（Google、Apple、Facebook、Amazon）が台頭しています。 
この成功の鍵はデジタルトランスフォーメーション（DX）です。 
本講演では、DXで実現している最新の事例や、ここでしか見られない映画のワンシーンのようなワクワク
するデモをご紹介いたします。 

富士通株式会社 シニアエバンジェリスト 

富士通講演２ 15:50〜16:30 

DXで実現する少し先の未来をお魅せします ～映画の世界が現実に～ 

デジタルトランスフォーメーションの実現は日本企業においても待ったなしの状況にある中で、企業が勝ち
残るために留意すべきことは何か？ 今、世界で巻き起こっているデジタルイノベーションの動向と企業が
DXを進める上での実践の５つのポイントを分かりやすく解説いたします。 



展示デモ 12:00～17:30  

  5G for NEW REAL 
~5Ｇ時代のこれからのリアルを~ 

    

  富士通㈱ 

  つながるものづくりを支える基盤 

  ものづくりデジタルプレイスCOLMINA 

  ㈱富士通マーケテイング 

  AIとCADを連動した部材集計と自動設計 

  AI×図面ソリューション 

  ㈱システムズナカシマ 

  プログラムレスでさまざまな現場機器の 
データ活用を可能にするデータ統合ソフトウェア 

  IoT Data Share /IoT Data View  

  富士通㈱ 

  多品種少量生産を支える 
仮想工場シミュレーター 

  投入計画最適化 DREMAQ OPS 

  ㈱富士通九州システムズ 

  自動追従台車による庫内作業効率化 

  自動追従台車 

  富士通㈱ 

  キャッシュレスチェックアウト 

  マルチ決済ランドセル（仮称） 

  富士通㈱ 

  点呼支援で働き方改革と安全対策を実現 

  点呼支援ロボット 「Tenko de unibo」 

  ㈱ナブアシスト 

  在庫管理でお悩みの企業様への 
ベスト・ソリューション！ 

  入出荷在庫管理システム「LogiLite」 

  西日本オフィスメーション㈱ 

  ゴルフレッスン向けWebカルテ管理システム 

  Webカルテ管理システム 

  ㈱佐賀電算センター 

  
経営を高度化させる「攻め」のERP／多彩なアプリケー
ション連携で働き方改革を支援するERP 

  FUJITSU Enterprise Application GLOVIA iZ／きらら 

  ㈱富士通マーケテイング 

  
食品製造業向け原価管理「ＱsConnct原価」 
案件別収支管理を支援「QsConnectプロジェクト管理」 
欲しい情報を一瞬で探し出す文書管理「GLOVIA smart ECM」 

  ㈱富士通九州システムズ 

  大切なのは、「わかりやすい」こと。 

  データ分析ツール Linxgate（リンクスゲート） 

  日本システム㈱ 

  
画面も帳票も自由自在！ 
フレキシブルなWeb-EDI 

  クラウド型 Web-EDIサービス きっと e! DI2 

  ㈱YE DIGITAL Kyushu 

  一歩先ゆく新感覚のモノクロハンディプリンター 

  RICOH Handy Printer 

  リコージャパン㈱ 

  音声ガイドシステム「MUSENAVI」 

  MUSENAVI（ミューズナビ） 

  ピープルソフトウェア㈱ 

  
特別な知識がなくても簡単操作で、 
サイネージコンテンツ制作・運用！ 

  Fujitsu Software ChaMEO（シャミオ） 

  ㈱富士通マーケテイング 

  
爆発的人気！ 100%クラウドで管理する 
エンタープライズネットワークソリューション 

  Cisco Meraki  

  シスコシステムズ合同会社 

  今すぐ始める〜異業種データで 
新ビジネス創出 

  FUJITSU Intelligent Data Service Virtuora DX 

  富士通㈱ 

デジタルマーケティング 

最新テクノロジー 

業務共通 

製造 

ＡＩ／ＩｏＴ 

セキュリティ 

働き方改革 

流通 

  VRを活用した近未来のネットショッピング 

  FUJITSU Business Application SNAPEC-EX 

  富士通㈱ 

  Customer Success Platform 

  salesforce 

  ㈱セールスフォース ・ドットコム 

  利用者へのサービス向上と運営の効率化を実現。  

  Webサイト管理システム（CMS） 

  ㈱富士通マーケティング 

  ＳＮＳを活用した、ユーザーと双方向の 
コミュニケーション運用を支援！ 

  Tagboard 

  パソナ･パナソニック ビジネスサービス㈱ 

  ファースト/ラストワンマイルを支える 
オンデマンド交通サービス 

  SPATIOWLオンデマンド交通システム 

  富士通㈱ 

  〜局地豪雨対策ソリューション〜 
雨量観測システム EQROS 

  雨量観測システム EQROS 

  エコー電子工業㈱ 

  IoT機器を活用し 
環境情報のモニタリングを実現 

  IoTゲートウェイ機 QRIoT（キュリオット） 

  ㈱九州テン 

  非接触型ゴルフスイング診断システム 
〜理想のフォームとの違いを数値化〜 

  Skill Monitor for Golf 

  ㈱富士通マーケティング 

  
会議録作成って手間？AIでらくらく支援！ 

  FUJITSU AI Zinrai TalkVisible 

  富士通㈱ 

  専門的な表現を含む文書も短時間で 
高精度に翻訳 

  Zinrai文書翻訳、Zinrai活用支援サービス 

  富士通㈱ 

  
会話をそのまま検索！コンタクトセンターAI 

  Zinrai Contact Center Knowledge Assistant 

  富士通㈱ 

  IoT に最適な 
バッテリーフリーで柔らかいビーコン 

  FUJITSU IoT Solution Battery-free Beacon  PulsarGum 

  富士通㈱ 

  手のひらだけでゲートオープン！ 
手のひら静脈認証入退室装置 

  FUJITSU 生体認証 PalmSecure AuthGate 

  富士通ネットワークソリューションズ㈱ 

  HENNGE Oneでクラウドサービスは 
もっとセキュアに。 

  HENNGE One 

  HENNGE㈱ 

  最新エンドポイントセキュリティ 
〜MVISION シリーズ〜 

  MVISION 

  マカフィー㈱ 

  
脆弱性対策ソリューション「DeepSecurity」 

  DeepSecurity 

  トレンドマイクロ㈱ 

  中堅・中小企業におすすめの 
セキュリティソリューション 

  ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス Provided by 富士通マーケティング 他 

  ㈱富士通マーケティング 

  侵入した未知マルウェアや 
標的型サイバー攻撃をいち早く検知！ 

  Deep Discovery Inspector on PRIMERGY provided by FUJITSU 

  富士通㈱ 

  クライアント運用管理ソフトウェア 
 「SKYSEA Client View」 

  SKYSEA Client View 

  Ｓｋｙ㈱ 

  ワイヤレスなスマートロックで 
柔軟なアクセスコントロールを実現！ 

  SALTO -ワイヤレスアクセスコントロールシステム- 

  ミツイワ㈱ 

  縛られない働き方/縛られないログ管理を 
網屋ブースでご紹介！ 

  クラウドWAN Verona ALogシリーズ 

  ㈱網屋 

  未来の働き方を描く 
DTC共創ワークショップ体験 

  自分たちが目指す未来の働き方を描く ワークショップ 

  富士通㈱ 

  「かんたん」導入・運用を実現する 
富士通のHCI 

  FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX HCI 

  富士通㈱ 

  AI-OCRによる入力業務の省力化 

  PFU Smart Capture Service 

  ㈱PFU 

  
給与明細のWeb化によりコスト削減と 
業務の効率化を実現 

  i-CompassWeb給与明細 

  大興電子通信㈱ 

  
勤怠管理システム 
「ADVANCE勤怠（全業種／病院・施設）」 

  ADVANCE勤怠クラウド 

  関彰商事㈱ 

  スマホでどこでも経費・旅費精算 

  経費キャッシュレス 

  ㈱さくらケーシーエス 

  
紙図面をデジタル化し一元管理。 
欲しい図面を素早く検索！ 

  SasaL（ササエル）図面管理サービス 

  扶桑電通㈱ 九州支店 

  
国内唯一！ユーザー数無制限の 
クラウド型顧客管理・名刺管理 

  Knowledge Suite 

  ナレッジスイート㈱ 

  
働き方改革を実現するための 
ペーパーレス支援！ 

  X-point 

  ㈱エイトレッド 

  
書類をデータ化&同時に整理 
OCR搭載文書管理ツールSPA 

  SPA 

  ウイングアーク１ｓｔ㈱ 

  AI活用で実現する新しい「働き方改革」 

  Zinrai for 365 Dashboard 

  富士通㈱ 

  経営を高度化させる「攻め」のERP 

  FUJITSU Enterprise Application GLOVIA iZ 

  ㈱富士通マーケテイング 

  
多彩なアプリケーション連携で 
働き方改革を支援するERP 

  FUJITSU Enterprise Application GLOVIA きらら 

  ㈱富士通マーケテイング 

  大切なのは、「わかりやすい」こと。 

  データ分析ツール Linxgate（リンクスゲート） 

  日本システム㈱ 

  
画面も帳票も自由自在！ 
フレキシブルなWeb-EDI 

  クラウド型 Web-EDIサービス きっと e! DI2 

  ㈱YE DIGITAL Kyushu 

  一歩先ゆく新感覚のモノクロハンディプリンター 

  RICOH Handy Printer 

  リコージャパン㈱ 

  音声ガイドシステム「MUSENAVI」 

  MUSENAVI（ミューズナビ） 

  ピープルソフトウェア㈱ 

  
特別な知識がなくても簡単操作で、 
サイネージコンテンツ制作・運用！ 

  Fujitsu Software ChaMEO（シャミオ） 

  ㈱富士通マーケテイング 

  
爆発的人気！ 100%クラウドで管理する 
エンタープライズネットワークソリューション 

  Cisco Meraki  

  シスコシステムズ合同会社 

業務共通 



〒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） 

https://www.fujitsu.com/jp/fjm/solfesta-kyushu/ 

ホテルオークラ福岡 4階 平安の間Ⅱ・Ⅲ 

〒812-0027福岡市博多区下川端町３－２ 
博多リバレイン 
TEL：092-262-1111（代） 

 福岡空港より地下鉄約10分、「中洲川端」駅直結 
 JR博多駅より地下鉄約5分、「中洲川端」駅直結 
 天神より地下鉄約1分、「中洲川端」駅直結 
 （川端口の改札を出て6番出口） 
 

 都市高速呉服町ランプより車で約3分 
 都市高速千代ランプより車で約7分 

 株式会社 富士通マーケティング 
 富士通株式会社 

ご案内担当 

 株式会社 網屋 
 ウイングアーク１ｓｔ株式会社 
 株式会社 エイトレッド 
 エコー電子工業株式会社 
 株式会社 九州テン 
 株式会社 佐賀電算センター 
 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 
 株式会社 システムズナカシマ 
 Ｓｋｙ株式会社 
 株式会社 セールスフォース ・ドットコム 
 関彰商事株式会社 
 大興電子通信株式会社 
 トレンドマイクロ株式会社 
 株式会社 ナブアシスト 
 ナレッジスイート株式会社 

 西日本オフィスメーション株式会社 
 日本システム株式会社 
 パソナ･パナソニック ビジネスサービス株式会社 
 株式会社 ＰＦＵ 
 ピープルソフトウェア株式会社 
 株式会社富士通九州システムズ 
 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 
 扶桑電通株式会社 九州支店 
 ＨＥＮＮＧＥ株式会社 
 マカフィー株式会社 
 ミツイワ株式会社 
 リコージャパン株式会社 
 株式会社 ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕ 

ネットで検索！ ソリューション祭り2019 

SolutionFesta_Q_2019_ver.3 

FUJITSUソリューション祭り2019 in 九州 
事務局 

出展企業（五十音順） 

お申し込みURL 

会場のご案内 

お問い合わせ 

九州BP推進部 

協賛企業 

7月12日(金)  

掲載されている内容は、予告なく今後変更される場合があります。／掲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。 

※先着順にて予約を承りますので、締切前でも受付終了と 
 なる場合がございます。予めご了承下さい。 

9月2日(月) 13:00まで お申込み 締切 お申込み 受付開始 

 株式会社 三光通信 
 EPSON販売 


