
富士通マーケティング 

ソリューション祭り2014 in 中部  

株式会社富士通マーケティング 

２０１４年１１月２７日（木） 
１０：００～１７：３０（１０：００受付開始） 

 ミッドランドスクエア ５Ｆ 

お客様のために、もっとできることがある。 

新しい時代へ！時代に求められる新たな経営と現場の実践フォーラム 



      受付開始  

ソリューション祭り2014 in 中部 

 拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

さて、この中部地区は国産航空機復活や次世代新幹線・燃料電池自動車の具体化など、心の躍るチャレンジに沸き栄えております。 
加えて、身の回りでは携帯端末の更なる進化やIoT（Internet of Things：全てのモノがインターネットにつながる）化、ビッグデータ活用の具
体化などに見られるよう、生活環境やビジネス環境は大きく様変わりしようとしております。 
  
そのような環境下、富士通マーケティングは「お客様のために、もっとできることがある」をテーマに、お客様の経営課題に対しどのように 
ＩＣＴを活用できるのか、これからのビジネス環境変化にどのように備えればよいのか具体的にご紹介させていただく、 
『富士通マーケティング ソリューション祭り2014 in 中部』を開催いたします。 
 
本ソリューション祭りは経営基盤の強化にむけた、様々な業種・業務支援ソリューションやタブレットを活用した便利ツール等を、 
実機をまじえて、ご協賛いただいた企業様とともにご紹介させていただきます。 
さらにはそれらの有効性を解説するセミナーも用意いたしております。 
 
 明日の企業経営の一助として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あげます。 
                                                                                 敬具      
                                                                株式会社 富士通マーケティング 
                                                          執行役員 中部営業本部長 佐々木 慎也 

Seminar Time Table 
10:00       受付開始  

セミナー会場Ａ（会議室A） セミナー会場Ｂ（会議室B） 

ご挨拶 

セミナー 
セッション 

10:50 
～ 

       

セミナー 
セッション 

13:00 
～ 

       

セミナー 
セッション 

14:20 
～ 

       

セミナー 
セッション 

15:40 
～ 

       

13:00～14:00 A1 
モノづくり愛知が生んだ国際物流ソリューション 

TOSSシステム活用事例紹介 

㈱バイナル                                  課長 岡本 潤 氏  

海外取引を行う企業が直面する実務課題の解決策を、TOSSシ
ステムを使い実例を交えて提案します。国内取引とは違う煩雑な
業務を「低価格で」「早く」「確実に」システム化を実現します。また
多くの企業様では、TOSSシステムを専門サブツールとして利用し
基幹システムと連携を図る事例も多くございます。 

13:00～14:00 B1 
WindowsXP/WindowsServer2003を脅威から護る! 
「Legacy OS向けセキュリティ対策ソリューションのご紹介」 

マカフィー㈱     セールスエンジニアリング本部 松本 匡史 氏      

Window XPが本年4月にサポート終了となり、2015年7月には、
Windows Server 2003がサポート終了を迎えます。これらのレガシー
OSの継続的な利用にあたっては、より一層のセキュリティ対策の強化が
求められます。このようなお客様に対して、ホワイトリスト方式及び仮想
パッチによるセキュリティ対策ソリューションのご紹介をさせて頂きます。 

       

15:40～16:40 A2 
「経営資源の『ムダ』を無くすデータ活用マネジメントについて 
～データ活用事例とそれを支えるツールのご紹介～」 

ウイングアーク１st㈱             中部営業部  山本 修平 氏 

データ活用マネジメントを実施して、業務改善＆収益向上に取り
組んだお客様の最新活用事例を、MotionBoardの製品デモ含
めてご紹介いたします。 

15:40～16:40 B2 
情報セキュリティセミナー 

 内部不正防止のキーワード 

エムオーテックス㈱ 中部営業部 副グループ長 佐賀 光浩 氏 

まだまだなくならない情報漏えい事件。内部不正その脅威と実態
に迫ります。7000社の実績から編み出した「PCの情報セキュリ
ティ」を中心に、内部不正防止のキーワードを導入事例を交えて分
かりやすくお伝えします。 

この時間帯は同会場でセッションはございません。  

              [企業とICTが創る2020年の働き方にむけて、今すべきことを考える]セミナー  

              ワークショップ  ソリューション展示コーナー  

         をご覧ください。 

セミナー会場Ｃ 

展示会場 

この時間帯は同会場でセッションはございません。  

              [Google for Work]セミナー  

              ワークショップ  ソリューション展示コーナー  

         をご覧ください。 

セミナー会場Ｃ 

展示会場 
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セミナー会場Ｃ（会議室C） 

10:50～11:40 C1 
企業とICTが創る2020年の働き方にむけて、今すべきことを考える 

～自社実践でわかった課題と勘所～ 

㈱富士通マーケティング                                         商品戦略推進本部 田中 貴之 

スマートデバイスを活用したワークスタイル変革に取り組む企業が増える一方で、進め方がわからな
いという声も聞こえてきます。本セミナーでは当社がこの4年間取り組んできた自社実践の振り返り
から、人それぞれのワークスタイル変革、スマートデバイス活用についての課題や成功の勘所をご紹
介いたします。 

13:00～13:50 C2 
決断できる経営管理資料の活用方法とは 

～社長の疑問質問の事例から～ 

マネジメントテクノロジーズ，LLC                                            代表 尾田 友志 氏 

月次損益計算書を中心とした経営管理資料だけでは、社長は適切な意思決定を行うことはでき
ません。業績の把握をしつつ、社長の疑問に応える方法で自社の経営データを提供する必要があ
ります。セミナーでは、社長の疑問・質問の事例を挙げながら、経営管理資料の活用方法を解説
します。 

14:20～15:10 C3 
Google for Work  

～一人ひとりにあった働き方を実現するためにテクノロジーができること～ 

グーグル㈱                       Google for Work部門セールススペシャリスト 中澤 貴子 氏 

Googleのサービスやテクノロジーをビジネスにご活用いただくことで、一人ひとりに合った働き方 
を実現することを事例とともにご紹介いたします。また、ウェアラブルデバイスや自動走行車等にも触
れながら、Googleのテクノロジーをご紹介できればと思います。 

15:40～16:30 C4 

マイナンバー制度導入に伴う企業の対応 

2016年1月に、マイナンバーが社会保障・税の分野から順次利用開始されます。導入に向けて
民間企業への影響と、必要とされる準備についてご説明します。 

 
富士通㈱                                番号制度準備室 中村 均  

                                                                                  受付開始 

項 ワークショップ内容 出展企業 時間帯 
1 個人情報・機密情報の漏えい抑止を実現するトータルセキュリティソリューション！ トーテックアメニティ㈱ 11:00 11:15 

2 ファイル管理ツール/JPEG圧縮ツール/クラウド型ファイル共有アプリ 遠鉄システムサービス㈱ 11:20 11:35 

3 静脈認証シリーズ、出退勤管理システム ㈱静鉄情報センター 11:40 11:55 

4 高速、高精度、スキルレスで高品質な測定を実現！新世代３Ｄスキャナー トーテックアメニティ㈱ 13:00 13:15 

5 3次元データがあればボタン一つで組立手順や組立動画作成が可能 デジタルプロセス㈱ 13:20 13:35 

6 スマートフォン・タブレットの管理は「LanScopeAn」におまかせ エムオーテックス㈱ 13:40 13:55 

7 業務改善に向けた見える化を支えるツール ウイングアーク１st㈱ 14:00 14:15 

8 まずは予約管理から！手書台帳から一歩進んだドライブインシステム マック㈱ 14:20 14:35 

9 クラウドで利用できるスマートデバイス対応、WEB型POSデータ分析ツール 新日本システム・サービス㈱ 14:40 14:55 

10 来たるマイナンバー制度への対応も万全な人事給与ソリューションとは ㈱富士通マーケティング 15:00 15:15 

11 会計業務から業務マネジメントの最適化を図り、経営体質を強化！ ㈱富士通マーケティング 15:20 15:35 

12 厚生省の指針に沿った職場のメンタルヘルス対策を支援 ㈱富士通ソフトウェアテクノロジーズ 15:40 15:55 

13 さようなら Windows Server 2003～その課題、情くんにおまかせ！～ 富士通㈱  16:10 16:40 

14 企業のICTリスクに対する最新セキュリティ対策とは ㈱富士通マーケティング 16:50 17:20 

Seminar Time Table 

Workshop Time Table 

展示会場（ホール） 

10:00 
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ソリューション展示 
ホール内展示コーナーでは、お客様の経営基盤強化・業務課題解決にむけた様々な 

業種業務支援ソリューション（全54ブース）を展示しております。 
気になるソリューションがございましたらお気軽に展示係員にお問い合わせください。 

展示会場のご案内 

※各ブースの説明は裏面をご覧ください 

７ 

展示会場（ホール） 

セミナー会場Ｃ 
（会議室C） 

セミナー会場Ａ 
（会議室A） 

セミナー会場Ｂ 
（会議室B） 

54 



展示ソリューション 出展企業 カテゴリ № 

コンテンツ活用等運用の容易なサイネージ用CMS「デジタルサイネージソリューション」 ㈱富士通マーケティング サービス 1 

作業従事者の安全と環境保全を実現し管理業務の効率化を図る「放射線作業者管理システム／簡易モニタリングシステム」 ㈱ＴＡＳ サービス 2 

立地・設備・運用の全てを兼ね備えた「データセンターアウトソーシング」 
お客様の利便性と購買単価アップを実現「電子マネー付きポイントサービス」 

富士通エフ・アイ・ピー㈱ サービス 3 

タブレット＆クラウドで新しい点検スタイルを提案「AZCLOUD SaaS 設備点検」 ㈱富士通マーケティング サービス 4 

全体最適をコンセプトにした不動産業向けソリューション「KitFit不動産」 都築電気㈱ サービス 5 

まずは予約管理から！手書台帳から一歩進んでコンピュータ化「ドライブインシステム」 マック㈱ サービス 6 

生産現場の「見える化」と「情報共有」を実現する「デジタルサイネージ 進捗管理システム」 ㈱コスモサミット 製造 7 

個別受注製造業にフィットし、低価格・短納期を実現 個別受注生産管理システム 「rBOM GP」 大興電子通信㈱ 製造 8 

必要な機能だけをセレクト、顧客志向型生産管理システム 扶桑電通㈱ 製造 9 

現場の声を反映した業種特化ソリューション「KitFit TSPRO 自動車部品」 都築電気㈱ 製造 10 

販売・生産・原価をシームレスに連携する統合基幹業務システム「GLOVIA smart PRONES」 
㈱富士通システムズ・ウエスト
／富士通㈱ 

製造 11 

計画業務の改善で需要変動への迅速な対応を実現「GLOVIA smart PROFOURS」 
㈱富士通システムズ・ウエスト
／富士通㈱ 

製造 12 

高速、高精度、スキルレスで高品質な測定を実現！新世代３Ｄスキャナー「COMET」  トーテックアメニティ㈱ 製造 13 

ものづくりプロセスを革新する世界最速３次元ＣＡＤ「iCAD SX」 デジタルプロセス㈱ 製造 14 

3次元データがあればボタン一つで組立手順や組立動画作成が可能。「VPS」 デジタルプロセス㈱ 製造 15 

企業経営に活かせるＣＲＭのあるべき姿がここにある「CSStream」 富士電機ＩＴソリューション㈱ 製造 16 

新たな産業革命！「人手不足」を解決するロボット活用 ミツイワ㈱ 製造 17 

お客様の海外ビジネスを成功に導くサービス「海外ビジネス支援サービス」 
㈱富士通マーケティング 
富士通リース㈱ 
東京センチュリーリース㈱ 

グローバル 18 

次世代型輸出入・貿易ソリューション 「TOSSシステム」 ㈱バイナル グローバル 19 

業務改善に向けた見える化を支えるツール「Dr.Sum EA/MotionBoard」 ウイングアーク１st㈱ 共通 20 

PC上のあらゆる操作を簡単にドキュメント・動画に変換！「iTutor」    
タブレットでワークスタイル変革を！一括情報配信・情報管理ができる「Handbook」 

富士通エフ・オー・エム㈱ 共通 21 

厚生省の指針に沿った職場のメンタルヘルス対策を支援「＠心の健康SaaS」 
㈱富士通ソフトウェアテクノロ
ジーズ／富士通㈱ 

共通 22 

企業の経営改革を強力に支援し、成長と成功を支える「GLOVIA smart 会計」 「GLOVIA smart 人事給与」 ㈱富士通マーケティング 共通 23 

経営判断のベースとなる情報を、タイムリーかつ正確に把握「GLOVIA smart きらら 会計・人事給与」 ㈱富士通マーケティング 共通 24 

WEB給与明細でエコしませんか？「i-compass」 大興電子通信㈱ 共通 25 

静脈認証シリーズ、出退勤管理システム「きんむ＠君ｅｘ．」 ㈱静鉄情報センター 共通 26 

サーバ・パソコンのディスク容量管理に、ファイル管理ツール「WonderSearch」／JPEG圧縮ツール「WonderComp」／ 
オフラインでも使えるクラウド型ファイル共有iOSアプリ「SmileViewer」 

遠鉄システムサービス㈱ 共通 27 

印刷物を簡単に出力コントロールできる業務改善ツール「RICOH Rule Based Print」 リコージャパン㈱ 共通 28 

モバイルワークに必要なもの、すべて 「GoogleApps」 
ビジネスを成長させるクラウドプラットフォーム 「Salesforce」  

㈱電算システム マーケティング 29 

【稼ぐ地図！】富士通のクラウド型地図サービス「地図マーケティング」 富士通㈱ マーケティング 30 

倉庫管理のオールインワンパッケージ「F－Ｄｅｐｏｔ」 アイチ情報システム㈱ 物流 31 

安全・エコ運転支援と業務革新の実現「TRIAS/TR-SaaS、TRIAS/TR-SaaS for Smartphone」 富士通㈱  物流 32 

市販のカメラ、スマートフォン、タブレットPCで実現する最先端の認識技術 「2次元カラーバーコード」 ㈱富士通マーケティング 物流 33 

ハンディ対応！基幹システムと柔軟に連携できる現場ソリューション「Emusen DB easy」 イーソル㈱ 物流 34 

経営の見晴らしがグンとひろがる。 ビジネスの変化に素早く対応できる「GLOVIA smart きらら 販売」 ㈱富士通マーケティング 流通 35 

アパレルの基幹業務を総合化「Apparel-ZONEⅢ」／効率よく、正確に、より効果的な「Textile‐ZONE」 
大容量のデータ管理・共有を最適化「image-DrawerⅢ」 

㈱トヨシマビジネスシステム 流通 36 

タブレットでアパレル店舗管理と勤怠管理を低コストで導入可能！「SmartPartner upTenpo／TimePad」 富士テクノロジーシステム㈱ 流通 37 

物販・飲食店様へ簡単導入可能なPOSシステム「FrontStore」 富士通フロンテック㈱ 流通 38 

クラウドで利用できるスマートデバイス対応、WEB型POSデータ分析ツール「e-POSねっと」 新日本システム・サービス㈱ 流通 39 

最新法令に適合した食品表示を簡単に作成。食の安全と企業を守る、食品大目付「そうけんくん」 愛知計機㈱ 流通 40 

食品業界向け・販売・生産・会計一体型のクラウドサービス「AZCLOUD SaaS 食品」 ㈱富士通マーケティング 流通 41 

災害などのリスクに強く安心してご利用いただける クラウド型EDIサービス「ChainFlow/I SaaS型統合EDIサービス」 
㈱富士通システムズ・ウエスト
／富士通㈱ 

流通 42 

注目の位置情報技術「iBeacon」を使ったインストアマーケティング ミツイワ㈱ 流通 43 

Windows XP/Windows Server 2003を脅威から護る！「Legacy OS向けセキュリティ対策ソリューションのご紹介」 マカフィー㈱ セキュリティ 44 

９年連続シェア「No1」のIT資産管理ツール「LanScopeCat＆An」 エムオーテックス㈱ セキュリティ 45 

個人情報・機密情報の漏えい抑止を実現するトータルセキュリティソリューション！「NetRAPTOR,Easy File Express」  トーテックアメニティ㈱ セキュリティ 46 

オフコンを「所有」から「利用」へ、オフコンの継続利用を安心サポート「FUJITSU Cloud オフコンサービス」/「ASPworks」 富士通㈱ ＩＣＴ 47 

事業継続対策：サーバー仮想化を簡単・手軽に実現！「AZBOX 仮想化ベーシックセット」 
クラウド基盤をサービスを使いやすく安心・安全にご提供！「AZCLOUD IaaS」 

㈱富士通マーケティング ＩＣＴ 48 

提案力強化、CS向上、営業のワークスタイル変革！「営業活動をパワフルに支援するスマートデバイスソリューション」 ㈱富士通マーケティング ＩＣＴ 49 

点検業務や入力、閲覧、現場のワークスタイルを改革！「現場の業務改革を実現するスマートデバイスソリューション/ＡＲ等」 ㈱富士通マーケティング ＩＣＴ 50 

最新の富士通製サーバー/ＰＣ各種 富士通㈱ ＩＣＴ 51 

富士通製携帯電話各種 富士通㈱ ＩＣＴ 52 

FUJITSUファミリ会 富士通㈱ その他 53 

クラウドマーケットならいつでもWebから直接購入！ azmarche/Net2B ㈱富士通マーケティング その他 54 



ソリューション祭り2014 in 中部 

■展示会・セミナーに関するお問い合わせ先 
 
 
株式会社富士通マーケティング  

ソリューション祭り2014in中部 事務局 

担当 津村・重松  

ＴＥＬ：052-239-1124                                                           

ご案内担当月 

インターネットによるお申込みとなります。 
 
 
 
 
もしくは、下記URLを直接入力の上、申込みサイトより登録ください。 

申込締切 
11月25日 

■主催 株式会社富士通マーケティング      ■共催 富士通株式会社    

  
 ■協賛企業 

・ウイングアーク１st株式会社・エムオーテックス株式会社・株式会社バイナル・マカフィー株式会社 

■出展企業（五十音順） 

・アイチ情報システム株式会社   

・愛知計機株式会社   

・イーソル株式会社   

・遠鉄システムサービス株式会社   

・株式会社コスモサミット   

・株式会社静鉄情報センター   

・新日本システム・サービス株式会社   

・大興電子通信株式会社   

・株式会社TAS   

・都築電気株式会社   

・デジタルプロセス株式会社   

・株式会社電算システム   

・トーテックアメニティ株式会社   

・株式会社トヨシマビジネスシステム   

・富士ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｼｽﾃﾑ株式会社   

・富士電機ITｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社   

・扶桑電通株式会社   

・マック株式会社   

・ミツイワ株式会社   

・リコージャパン株式会社   

 富士通エフ・アイ・ピー株式会社／富士通エフ・オー・エム株式会社／株式会社富士通システムズ・ウエスト 
 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ／富士通フロンテック株式会社 

〒450-6205 名古屋市中村区名駅４丁目７番１号  TEL 052-527-8500  

お申込方法 

会場 

詳しくはWebで検索 

FJM   イベント 検 索 

http://jp.fujitsu.com/fjm/events/141127/ 

[短焦点プロジェクター協力]   


