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2015
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主催 富士通株式会社 / 株式会社富士通マーケティング / FUJITSUファミリ会



拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
平素は弊社製品ならびにサービスに格別なご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
変化の激しい市場環境の中、迅速な市場対応⼒、経営のスピードアップを実現していくためにクラウド、モバイル、ソーシャルなど、
様々なICTの活用が重要課題となっています。
富士通グループは、〝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課題解決に向けたICT活用を実感していただく
ために「富士通ソリューションフェア2015 in Okayama」を開催いたします。本フェアでは経営基盤の強化にむけ、クラウド、モバイルを
活用した業種･業務ソリューション、最先端のプロダクトやサービスなどの展示デモをパートナー企業とともにご紹介させていただきます。
お客様の新たなビジネス展開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

ごあいさつ

2014年12月

株式会社富士通マーケティング 岡⼭⽀店⻑ 井手口 敏
富士通株式会社 岡⼭⽀店⻑ 田中 直美

※当⽇内容については変更になる場合がございます。予めご了承ください。講演・セミナー

13:30
〜

14:30

⾝近なビッグデータは⽇常業務の中にあります。従来の分析と異なるのはマネジメント系分析から現場⼒を向上させ
る分析が必要になります。時間に着⽬して分析することで、様々な動きのパターンが⾒えてきます。このパターンを利
益に変えるにはおもてなしに繋がるアクションが必要です。⾝近なデータをとおして情報利活⽤をお話しします。

富士通株式会社 統合商品戦略本部 ビッグデータイニシアティブセンター
シニアエキスパート 利光 哲哉

身近なビッグデータとおもてなし
〜 従来の数値分析から時間分析で利益に 〜

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。マイナンバー制度の仕
組みや、プライバシー保護の必要性など、導入に向
けて⺠間企業への影響と、必要とされる準備につい
てご紹介します。

富士通株式会社
番号制度準備室 中村 均

マイナンバー制度導⼊に
伴う企業の対応

開会挨拶

株式会社両備システムズ

取締役相談役 坂本 文信氏
（FUJITSUファミリ会中国支部幹事)

システム事例研究会報告
⻄川ゴム⼯業株式会社 情報システム部⻑ 秀 晶 氏

（FUJITSUファミリ会中国支部
システム事例フリーマーケット研究会会⻑)

同じ成果でも、何をどう伝えるかによって顧客満⾜度は大きく
異なってきます。一筋縄ではいかない大阪のおっちゃん・おば
ちゃんと日々交渉する中で体得した浪速の弁護⼠の実践的
コミュニケーション術。

【プロフィール】
1976生まれ。京都府宇治市出身。
⾼校在学中、若⼿漫才師の登⻯⾨「今宮えびす新⼈漫才コンクール」で
⼤賞を受賞。⽴命館⼤学法学部に⼀芸⼊試（漫才）で合格。
その後、オール巨⼈の弟⼦を経て、弁護⼠になった異⾊の経歴を持つ。
⺠事・刑事問わず広く弁護⼠業務を⾏いながら、ニッポン放送「オールナイ
トニッポン」のパーソナリティを務めるなど、ラジオ、テレビでも活躍。
現在、「サンデージャポン」などに出演中。

すみだ りゅうへい

弁護士 角田 ⿓平 氏

FUJITSUファミリ会中国支部
岡⼭地区情報交流会

15:00
〜

15:45

16:00
〜

17:30

17:30〜18:30 懇親会

セミナー2

特別講演 浪速の弁護士のコミュニケーション術

セミナー1

ファミリ会

※会員以外の方もお申し込みいただけます。



※当⽇内容については変更になる場合がございます。予めご了承ください。展示・デモ 11:00〜17:30

⾷品業界に特化した販売管理にプラス、Excelや手書きレ
シピ管理、原材料・資材発注への紐付が可能。ロッドごと
の原価管理で利益を詳細に把握。レシピデータを共有、
原材料・産地などの問合せに対し迅速な対応が可能です。
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営業担当者が毎⽇書いている営業報告を顧客管理情
報へ変える営業⽀援システムです。モバイルでの⼊⼒・
情報検索ができ営業活動のスピード化を実現します。さ
らに蓄積された情報から商談の⾒える化を実現します。
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強い営業を創る！純国産営業支援システム
NICE営業物語
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必要な時に必要なITリソースを利⽤できる低価格・従量
制のパブリック型クラウドサービスです。30⽇間無料でトラ
イアル環境が利⽤可能なため、安⼼してシステムに適⽤
する事ができます。
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パブリッククラウド活用によるITインフラの最適化
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勤怠管理システムが持つ勤務予定時間をPCのログイン・
ログオフと連動させ、残業時には、業務内容の申告/承
認を⾏うことで業務内容を⾒える化、ムダな残業を抑⽌
し、企業が抱えるコスト削減の課題解決を助けます。
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装着・設置が容易な超薄型センサーを活⽤し、ヒトやモ
ノの様々な状態センシングを実現します。本展示会では、
作業者の位置・状態の可視化による、現場の安心安
全と作業効率化の実現をテーマに展⽰します。
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お客様のニーズを幅広く網羅し、ITコスト削減、IT内部統
制強化、クラウドによる事業継続性向上を支援。ビジネ
ス変化に追随し経営を支えるパートナーに選ばれる基幹
システムを目指す。
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統合基幹業務パッケージ
GLOVIA smartきらら販売・会計・人事給与
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Windows Server 2003 を移⾏するにあたり、必要なハー
ドウェア・ソフトウェア・構築作業をセット化した2種類のパッ
クをご⽤意いたしました。お客様の移⾏を応援します！
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「BSTS」は、中堅中小企業のお客様向けのクラウド型
セキュリティサービスです。最新のセキュリティ脅威に対し、
「初めの一歩」として「手軽な導入で安心運用」を実現し、
お客様ビジネスを強⼒に⽀援します。
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5つの（受注、⽣産、⼯程、所要量、受⼊）計画の⽭
盾点をシステムで捉え、次の手を打つ指標となる情報を
導き出し、人間が考える仕組みを提供する「KitFit製造
ハイブリッド」をご紹介します。

都築電気株式会社

生産管理・⼯程管理・販売管理を統合したシステム
KitFit製造ハイブリッド

「UNIFAS」は、高セキュリティな無線ネットワークをシンプル
に統合管理し、管理者の負担を軽くする無線LAN管理ソ
フトウェアです。あらゆる環境で安定した無線LAN環境をご
提供いたします。
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システム手⼊⼒の負荷が高く人手・時間の問題を⼊⼒業
務効率化ソリューションで解決(手書アンケートOCR化等)
紙帳票のタブレット⼊⼒で、申込⼿続きが簡単・スピー
ディー・安全にできる (免許証から住所、名前OCR化等)

システム手⼊⼒の負荷が高く人手・時間の問題を⼊⼒業
務効率化ソリューションで解決(手書アンケートOCR化等)
紙帳票のタブレット⼊⼒で、申込⼿続きが簡単・スピー
ディー・安全にできる (免許証から住所、名前OCR化等)

PFU⻄⽇本株式会社PFU⻄⽇本株式会社

⼊⼒業務効率化ソリューション
DynaEyeEX,BIPsmart,FI-7180スキャナ・ScanSnapIX100

⼊⼒業務効率化ソリューション
DynaEyeEX,BIPsmart,FI-7180スキャナ・ScanSnapIX100

システム手⼊⼒の負荷が高く人手・時間の問題を⼊⼒業
務効率化ソリューションで解決(手書アンケートOCR化等)
紙帳票のタブレット⼊⼒で、申込⼿続きが簡単・スピー
ディー・安全にできる (免許証から住所、名前OCR化等)

PFU⻄⽇本株式会社

⼊⼒業務効率化ソリューション
DynaEyeEX,BIPsmart,FI-7180スキャナ・ScanSnapIX100

屋内でも位置情報の特定が可能なBluetooth＋アプリ、
更に弊社提供のO2O特化サービスエンジンを活用した無
記名アンケートや⾏動履歴取得など、情報発信に留まら
ない様々なサービスを実現するソリューション。
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最先端O2O 、無線活⽤の集客・⾏動把握サービスの実現
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電話交換機メーカー・機種を問わない低価格でのシステ
ムの構築可能な電話着呼管理（簡易CTI+お待たせ音
声）システム。混雑時の⾃動応答、スケジュール留守番
電話、会話録⾳、着信履歴検索などの機能が可能です。

電話交換機メーカー・機種を問わない低価格でのシステ
ムの構築可能な電話着呼管理（簡易CTI+お待たせ音
声）システム。混雑時の⾃動応答、スケジュール留守番
電話、会話録⾳、着信履歴検索などの機能が可能です。

扶桑電通株式会社扶桑電通株式会社

電話交換機メーカー・機種を問わない低価格でのシステ
ムの構築可能な電話着呼管理（簡易CTI+お待たせ音
声）システム。混雑時の⾃動応答、スケジュール留守番
電話、会話録⾳、着信履歴検索などの機能が可能です。

扶桑電通株式会社

電話の通話履歴、録⾳、迷惑電話対策に！

電話着呼管理システム FusoCallKeepe

『ホテルマネージャーシリーズ』バージョンアップ。タブレット端
末と宿泊カードを連携させ簡単に取り込め画像データとして
そのまま保管。これまで紙で⾏っていた管理が不要。時間と
⼿間を省き負担も軽減！
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"世界初"通信&セキュリティーソリューション
& 3Dプリンター

セキュリティー：SWIFTBOX / 3Dプリンター：Cube
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"世界初"通信&セキュリティーソリューション
& 3Dプリンター

セキュリティー：SWIFTBOX / 3Dプリンター：Cube

IP統合オフィス環境を今までになかった通信とネットワークソ
リューションを世界初のUTM一体型PBX一台で解決。
低価格3DプリンターCubeは、コンパクトなデザインを採用し
オフィスにも最適。

スマートフォンで取得した現在地情報から、その場所に関
連する情報を取得することができるサービス。観光案内、
店舗や施設の案内などでの利⽤が期待できる。
Beacon(BLE)を活⽤することで屋内利⽤にも対応。
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株式会社富士通マーケティング株式会社富士通マーケティング

企業の経営改⾰を強⼒に⽀援し、
成⻑と成功を支える会計・人事給与
GLOVIA smart会計／人事給与
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株式会社富士通マーケティング

企業の経営改⾰を強⼒に⽀援し、
成⻑と成功を支える会計・人事給与
GLOVIA smart会計／人事給与

企業を取り巻く環境はに日々刻々と変化しており、業務
改革を迫られている。GLOVIA smart会計／人事給与は
経理・⼈事総務部の業務改⾰を強⼒に⽀援し、経営基
盤の強化を実現する共通業務ソリューション。

株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ

法改正による
ストレスチェック義務化対策をサポート！
e診断@心の健康
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法改正による
ストレスチェック義務化対策をサポート！
e診断@心の健康

労働安全衛生法の改正により50名以上の事業場に対し
てストレスチェック実施が義務化されました。「e診断@心の
健康」は、ストレスチェックと結果通知、面談の申出から状
況管理までシームレスな運⽤を実現します。

*O2O：Online to Offline

縫製工場向けにペーパーレスを実現した仕様書作成シス
テムです。高品質な縫製仕様書をスピーディに作成可能
にします。Windows8.1タブレットＰＣ対応済。

縫製工場向けにペーパーレスを実現した仕様書作成シス
テムです。高品質な縫製仕様書をスピーディに作成可能
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給与明細をweb配信することで、社内業務の効率化を実
現することで大幅なコスト削減を可能です。また、オプショ
ンで安否確認機能を搭載しており災害時の安否確認を
迅速に⾏う事ができます。
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現することで大幅なコスト削減を可能です。また、オプショ
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迅速に⾏う事ができます。
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業務効率化によるコスト削減や災害時安否確認を実現
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あらゆる端末から安心安全に社内データを共有する企業
向けクラウドサービス。管理機能によりログ管理・閲覧権
限の設定が可能。端末にデータを残さないデータ消去機
能を標準装備。
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向けクラウドサービス。管理機能によりログ管理・閲覧権
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クラウドを利⽤したスマートデバイスによる業務効率化
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あらゆる端末から安心安全に社内データを共有する企業
向けクラウドサービス。管理機能によりログ管理・閲覧権
限の設定が可能。端末にデータを残さないデータ消去機
能を標準装備。

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング

クラウドを利⽤したスマートデバイスによる業務効率化

Oce Multidevice Secure Box（OMSB）
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これまでに培ってきたノウハウと、クラウド型調達支援ツー
ル『NET 2B(ネットツービー)』によってお客様の調達業務
における課題を⾒つけ出し、改善を実現いたします。

これまでに培ってきたノウハウと、クラウド型調達支援ツー
ル『NET 2B(ネットツービー)』によってお客様の調達業務
における課題を⾒つけ出し、改善を実現いたします。
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クラウド型間接材調達支援ツール
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スマートデバイスを活用した
生産性向上の利⽤シーンをご紹介

実践!ワークスタイル変革ソリューション
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株式会社富士通マーケティング

スマートデバイスを活用した
生産性向上の利⽤シーンをご紹介

実践!ワークスタイル変革ソリューション
オフィス・営業・現場でのワークスタイル変革ソリューション
のご紹介とウェアラブルとARを活⽤した利⽤シーン、現場
に合わせた⼊⼒業務の効率化のソリューションをご紹介い
たします。

Emusen DB Easyは、基幹システムとの連携ソリューショ
ンです。きらら販売、PRONESとの連携が可能です。
FrontEASYは、FrontStoreと連携する簡易POSソリュー
ションです。
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エネルギーマネージメントシステムMIMASSEで、照明・空
調設備を時間帯や使⽤電⼒量に応じて⾃在に制御を
します。使⽤電⼒量の⾒える化機能で問題点を抽出し、
工場のエネルギーコスト削減をサポートします。
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調設備を時間帯や使⽤電⼒量に応じて⾃在に制御を
します。使⽤電⼒量の⾒える化機能で問題点を抽出し、
工場のエネルギーコスト削減をサポートします。
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メルパルクOKAYAMA

http://www.mielparque.jp/okayama/

〒700-0984岡⼭市北区桑⽥町1－13 TEL : 086-223–8100（代表）

＜電⾞,新幹線をご利⽤の場合＞ JR岡山駅東口から徒歩約7分
＜⾶⾏機をご利⽤の場合＞ 岡山空港よりタクシーで約30分、岡山駅までバスで約40分
＜お⾞をご利⽤の場合＞ 岡山ICから⾞で約20分

※お⾞でお越しの場合は、施設内の駐⾞場（80台）をご利⽤ください。
ただし、満⾞の場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ
■株式会社富士通マーケティング
■扶桑電通株式会社
■株式会社ユーコム
■理研産業株式会社
■株式会社両備システムイノベーションズ

■株式会社アクトシステムズ
■株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング
■カイタック株式会社
■株式会社システムズナカシマ
■大興電子通信株式会社
■都築電気株式会社
■⻄⽇本オフィスメーション株式会社

UnifIDone(ユニファイドワン)シリーズは、大学向け教育研
究システム運用を基軸とし、大学ICT環境の最適化を目
指した全学情報システムの総称です。
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統合ID管理、キャンパスクラウド
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「GLOVIA smart PRONES」は、複雑かつ⾼度化する製
造業のお客様における基幹系業務の構築をより強⼒に
⽀援する、中堅製造業向け⽣産管理システムです。
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富士通社内のものづくり現場の実践を通じてご提案する
「バーチャルものづくり」。３次元データを活用した実機に
頼らないバーチャル検証やデジタル生産準備で、生産の
垂直⽴上げとコスト削減を実現します。
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超高性能CADエンジンにより、100万部品の大規模装置
の3次元データを0.2秒で処理。これにより、メカ・電気・制
御の設計を同⼀システム上で⾏うことが可能となる。唯
一無二な世界をご紹介いたします。
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クラウド型電子カルテ・医事会計サービス
「HOPE/Cloud Chart」
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富士通株式会社

クラウド型電子カルテ・医事会計サービス
「HOPE/Cloud Chart」

昨年7月から“クラウド型電子カルテ・医事会計サービス”の
提供を開始。初期費用を抑え、短期間で、高機能の電
子カルテ・医事会計機能をクラウド型でご提供し、導入・
運用負担を大幅に軽減します。

お申し込み期間：12月16日(火)より 1月26日(月) 17:00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、「総合受付(1階)」までお越しください。

■PFU⻄⽇本株式会社
■ピープルソフトウェア株式会社
■富士通株式会社
■株式会社富士通アドバンストエンジニアリング
■富士通エフ・アイ・ピー株式会社
■株式会社富士通エフサス
■富士通コワーコ株式会社

※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。
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富士通ソリューションフェア 2015 in Okayama事務局

E-mail : fjm-okayama_event@cs.jp.fujitsu.com

株式会社富士通マーケティング岡山支店内
〒700-8575岡⼭市北区磨屋町10-12交通オアシスビル

TEL:086-226-2218（受付時間 9:00〜17:30 土・日・祝日を除く）

富士通株式会社富士通株式会社

⽣産管理と連携したAR活用のご紹介
Fujitsu Software Interstage AR Processing Server
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⽣産管理と連携したAR活用のご紹介
Fujitsu Software Interstage AR Processing Server

AR(拡張現実)活⽤⽅法として、⽣産管理と連携した活
用シーンをご紹介します。⽣産管理と連携した棚卸業務・
ピッキング業務をわかりやすく表⽰させ、作業ミス防⽌・若
⼿社員の技術補助などに役⽴ちます。

※当⽇内容については変更になる場合がございます。予めご了承ください。展示・デモ 11:00〜17:30

博物館や美術館、大学や企業が所有している様々な貴
重資料をデータベース化し、デジタルアーカイブとして市
⺠・県⺠に対し資料種別に合わせた公開が可能です。
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Musetheque V4
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博物館・美術館・デジタルアーカイブシステム
Musetheque V4

短期間で安価にスマホアプリによるサービスを提供したい
自治体・企業・施設様向けのシステムです。屋内外の位
置情報を感知し、様々な画像・動画・音声・テキスト情
報を提供することができます。

短期間で安価にスマホアプリによるサービスを提供したい
自治体・企業・施設様向けのシステムです。屋内外の位
置情報を感知し、様々な画像・動画・音声・テキスト情
報を提供することができます。
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スマホ活用による集客アップ活性化アプリ
〜⽂化施設・観光地向け〜
「スタいこねっと」 「BaaS@rakuza」
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スマホ活用による集客アップ活性化アプリ
〜⽂化施設・観光地向け〜
「スタいこねっと」 「BaaS@rakuza」

最新PC・タブレット・スマートフォン

富士通イベント・セミナー

ネットで検索！

http://www.fjm.fujitsu.com/events/150127/

出展企業

お問い合わせご案内担当者

会 場

お申し込み URL

最新パソコン、タブレット、スマートフォンを展示いたします。

■ARROWSシリーズ

8ｲﾝﾁ／10.1ｲﾝﾁﾀﾌﾞﾚｯﾄ ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

■LIFEBOOK

ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ型
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ


