
富士通マーケティング

トレンドセミナー2020

in 関西

主催：

ハービス PLAZA 5階

協力： 富士通株式会社

2020年 月 日(火)

13:00～（受付開始 12:30～）

2 4



タイムスケジュール

13:00
|

14:00

トラブル対策！今知っておきたい
同一労働同一賃金の注意点とは

15:40
|

16:25

16:45
|

17:45

DX

5G

DXへ向けたデジタル技術の
活用事例と検討プロセス

株式会社富士通マーケティング
ソリューションビジネス推進統括部 ＤＸ推進部

石井 大五

14:20
|

15:20

IoT

サイバー攻撃最前線
～デジタルスキミングの脅威～

次世代モバイル通信「5G」と
富士通の取り組み

休憩20分

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

富士通株式会社
社会基盤ビジネス本部

イノベーションビジネス統括部

部長 森 大樹

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

ＩＣＴビジネス推進部

藤田 和重

休憩20分

休憩20分

働き方改革

13:00
|

14:30

DX

DX最前線 2020
～デジタルネイティブ思考で
始めるDXへの挑戦～

働き方改革

週勤4日＆週休3日を実践！
～働き方改革を支える
グループチャットツール～

ロボット

「変なホテル」の立役者が語る、
ロボット、AI、IoTがもたらす未来

15:00
|

16:00

16:30
|

17:40

休憩30分

株式会社アールジーン代表取締役
IoTNEWS 代表

小泉 耕二氏

株式会社hapi-robo st 代表取締役 社長
ハウステンボス株式会社 取締役 CTO

富田 直美氏

富士通株式会社
シニアエバンジェリスト

及川 洋光

日本マイクロソフト株式会社
Microsoft 365 ビジネス本部

春日井 良隆氏

休憩30分

現在フジテレビ系列で放送されている「Live News α」のコメンテー
ターとして出演中の小泉氏と、映画のようなワクワクするデモを実施す
る富士通のエバンジェリスト及川が登壇。DX成功のポイントと言われて
いるデジタルネイティブ思考とは何なのか。少し先の未来はどうなるの
か。DXの最前線を肌で感じてください。

×

特別講演-1

世界初のロボットホテルである「変なホテル」、ハウステンボスでの
ドローンライトショーなど、ハウステンボス最高技術責任者として携
わる富田氏。テクノロジーを活かしきれていない日本の現状に問題提
起し、何のためにテクノロジーを用いるのか、人が幸せになる為のテ
クノロジーの活かし方とは何かについてお伝えします。

働き方改革を経営戦略の中核に位置付けている日本マイクロソフトの取
り組みの概要、週勤4日＆週休3日制のトライアルで注目を集めた
「ワーク ライフ チョイス チャレンジ 2019 夏」の目標設定と効果測定、
Microsoft Teamsの実際の活用方法についてご紹介します。

特別講演-2

特別講演-3

「同一労働同一賃金を含む改正法」が2020年4月以降
順次施行されます。トラブル事例を中心に今考えるべ
き注意点と社会保険の電子申請(e-Gov)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。

13-1

DXの取り組みはお客様ごとに異なりますが、検討プロ
セスはいくつかの方向性があることが見えてきていま
す。本セミナーでは、デジタル技術活用における検討
プロセスについて、製造業のお客様との取り組みを含
めてご紹介します。

14-1

15-1

16-1

2020年に本格運用が開始される「5G」。ビジネスに
おいてもさまざまな可能性を示すと言われる次世代
ネットワークは、どのような活用ができるのでしょう
か。その可能性と、富士通の取り組みやテクノロジー
をご紹介します。

多様化するサイバー攻撃は侵入・攻撃経路をメール、
オンラインからIoTにも拡張させています。その中でデ
ジタルスキミングは組織に深刻なダメージを負わせ問
題になっています。本セミナーでは最新動向だけでな
く、対策についてお伝えします。

60分セミナー 45分セミナー特別講演



13:00
|

17:30

DX相談
コーナー

15:40
|

16:25

業務改革

公共･文教･民間の各事例に学ぶ！
「データを活用した業務改革」
成功の秘訣

14:20
|

15:20

IoT

IoTデータの活用がもたらす
製造現場の生産性向上

富士通株式会社
IoTビジネス事業部

部長 遠藤 智晃
株式会社デンソーウェーブ

マーケティング本部

室長 田野 敦氏

休憩20分

休憩20分

DXが話題となる中、何から手をつければよいのか分か
らない!という方も多くいらっしゃるのではないので
しょうか。本セミナーではDXへ向けた第一歩として、
"データ活用"をキーワードに様々な業種の成功事例を
プロセスからご紹介します。

14-3

15-3

13:00
|

13:45

共創

お客様の課題、解決します！
オープンイノベーション
成功への道

富士通株式会社
フィールド支援統括部 PLY OSAKA 担当

辻 祥史

PLY OSAKA(プライオオサカ)では、SDGsを見据えた
CSV(社会課題の解決)やDXの実現に向け、様々な企業
様と一緒にオープンイノベーションに取り組んでいま
す。その促進の手法として、2つのステップを事例を
交えてご紹介します。

13-2

14:20
|

15:20

経営にも貢献！今話題の請求書の
電子化、そのメソッドとは

株式会社インフォーマート
戦略営業部パートナー開発室

室長 田中 康貴氏

株式会社富士通マーケティング
ソリューション事業本部

プロジェクト課長 稲田 智

業務改革

管理部門の働き方改革が進む中、“ペーパレス化”は
常に課題となっています。本セミナーでは、近年トレ
ンドの企業間における請求書の発行・受取の電子化お
よび、経営層への情報提示の高速化などについて、そ
のメソッドをご紹介します。

14-2

15:40
|

16:25

流通DX

ホワイト物流のもたらす労働環
境変化と物流効率化の取り組み

株式会社富士通総研
オルタナティブ・フューチャーズ流通グループ

小保方 幹夫

流通業界では物流従事者が不足しており、企業リソー
スのシェアリングによる最適物流網の構築が必要です。
その解決策として研究されている”フィジカルイン
ターネット構想”による将来の物流形態をご紹介しま
す。

15-2

16:45
|

17:45

DX時代の経営を支える
情報システムの考え方

株式会社富士通総研
オルタナティブ・フューチャーズ流通グループ

苧坂 健一郎

DX

DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展は企業
の情報システムへの取り組み方を変えつつあります。
本セミナーでは基幹システムを維持し活用する方法を、
ERPをベースとして成功への考え方をご紹介します。

16-2

休憩35分

休憩20分

休憩20分

16:45
|

17:30

音声技術

AIで働き方改革！
～AIが発話者を識別し
発言録作成～

株式会社富士通マーケティング
ソリューションビジネス推進統括部 ＤＸ推進部

青山 明

富士通独自のAI技術の活用により、会議録作成におけ
る全社的な業務効率向上につながります。議事録担当
者の負担を軽減し、効率よく仕事を遂行する方法をご
紹介します。

16-3

製造現場の多種多様な設備・ヒト・環境のデータを
ネットワークにつなげる最初の一歩はどうすれば良い
のか。 本セミナーでは、富士通とデンソーウェーブの
実践事例を通じて、現場で素早く効率的に データを活
用するポイントについてご紹介します。

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

DXを始めたいけ
ど、どこからどう
はじめればいいの
かわからない。
DX相談コーナー
ではそんな企業様
の第一歩を踏み出
すお手伝いをさせ
ていただきます。

※個社別相談会
です。1社20～
30分程度の予定
です。

※事前予約が必
要です。担当営
業までご連絡く
ださい。

※応募多数の場
合は抽選とさせ
ていただきます。

※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 2020 in 関西 事務局

E-mail： fjm-kansaitrends@dl.jp.fujitsu.com

〒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「大阪梅田駅」 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
・Osaka Metro四つ橋線「西梅田駅」 北改札より徒歩6分
・Osaka Metro御堂筋線「梅田駅」 南改札より徒歩10分
・Osaka Metro谷町線「東梅田駅」 北改札より徒歩10分
・阪急「大阪梅田駅」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

各沿線とも地下から
お越し下さい

Vol.1

●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)

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を活用した会議発言録作成支援システム

FUJITSU AI Zinrai TalkVisible
1

2 チームで働く時代に必須のコミュニケーション基盤！

Microsoft Office 365

3 紙とデジタル。どちらのデータも企業価値に変えます!

Dr.Sum MotionBoard SPA

6 富士通の基幹工場から生まれた製造支援ツール

作業ナビゲーションシステムⅡ

7

クラウドERPで利便性向上を支援

FUJITSU Enterprise Application GLOVIA iZ
4

8

お申し込み期間： 2020年2月2日（日）23:00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/200204/

お申込みURL

お申込み方法

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

住所：〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 

9

5 10

AZCLOUD SaaS TeraSpection・点検エースfor EXCEL

多様化するセキュティ脅威への最新ソリューション

録画面接×AIによる採用革命

HireVue（ハイヤービュー）FUJITSU Knowledge Integration Base PLY OSAKA

Nimbo(ニンボ）


