
富士通ソリューションフォーラム in 京都 

~技術で切り拓く未来~ 

ごあいさつ 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は当社製品ならびにサービスに格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 このたび当社では「富士通ソリューションフォーラム in 京都」を開催いたします。 

 本フォーラムでは、特別講演としまして、元 日本航空 国際線シニア･チーフパーサー『黒木 安馬氏』をお招きし、

『1万メートル上空から観た世界の成功者たち～3つの習慣～』と題し、これまでの経験をもとにした力強いメッセー

ジを発信頂きます。 

 また、セミナー・展示におきましては、「技術で切り拓く未来」の実現に向けて、さまざまな分野の新しいソリュー

ションを数多くご紹介し、皆様のビジネスや業務にお役立て頂けるような情報を発信いたします。 

 ご多用の折りとは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、是非ご来場賜りますよう、お願い申し上げます。 
 

                                                   敬具 

２０１３年１１月吉日 

富士通株式会社 

京都支社長 

■開催日時 
 

 ２０１３年１２月４日（水） 

  受付開始 １２：３０～ 

  セミナー １３：００～１７：２５ 

  展示デモ １２：３０～１７：００ 
 
 
 

■開催場所 
 

 メルパルク京都 （受付・会場 ６階） 
  京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676-13 

 

■会場アクセス 
 

 ＪＲ/地下鉄/近鉄 ：京都駅より徒歩３分 
  （烏丸中央口から東へ徒歩３分 
    地下鉄京都駅⑤番出口から徒歩１分） 

開催要項 

お申込み締切 １１月２９日(金) 

 

 京阪 ：七条駅より徒歩15分 
  （七条駅①番出口から西へ徒歩15分） 

 ※開催予定のセミナー・展示内容及びスケジュールについて、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さい。 

■お申し込み方法 

WEBでのお申込み (ご推奨） 

下記URLより、必要事項をご記入ください。 

+申込みURL 

https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/1668 

https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/1668
https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/1668


■特別講演 

13:00～14:10 1万メートル上空から観た世界の成功者たち～3つの習慣～ 

A-0 

[講師] 株式会社 日本成功学会 CEO/代表取締役     黒木 安馬氏 

プロフィール 

高校在学中に文部省派遣留学生として米国オハイオ州の高校に留学。帰国後、早稲田大学第一文学部心理学科卒業。 
日本航空入社。国際線パーサーとして２万時間フライト。 「本気でやってできないことはない！」を実践し、航空史上初の
カラオケ・ フライトや、世界初「一万メートル上空機上コンサート」を実現。 
1,300坪の森林を自力で開墾し、自宅やプール・コンサートホールまで手作りした。ホールでは加藤登紀子、坂田明(サック
ス奏者)のチャリティコンサートやピカソ展も開催。 
「運命のダダダダーン」などＴＶ出演多数。執筆活動や著書をもとにした人生成功学などの 講演で全国を飛び回っている。 
現在、ＪＡＬのベンチャービジネスの日本成功学会の責任者として、成功志向者の支援を行っている。 
 
【代表著書】 
 「面白くなくちゃ、人生じゃない！」（ＫＫロングセラーズ）  
 「出過ぎる杭は打ちにくい！」（ワニＢＯＯＫＳ） 
 「あなたの人格以上は売れない」（プレジデント社） 他  

講師 
黒木 安馬氏 

■共通ＩＴソリューションセミナー 

「世界中の人生成幸者たちの共通点は何か？」 

 黒木氏は、日本航空の名物シニア・チーフパーサーとして、３０年間に渡り、２万時間もの国際線フライトを達成され、また同時に、

外国人を含む８００人を超す客室乗務員を指導してこられました。 

 本講演では、ファーストクラスでサーブした松下幸之助などの超トップ経営者やオードリーヘップバーンなど、数々の一流人との 

対話や観察を通して得た、世界の成功者たちに共通する「人生成功哲学」について、エピソードも交えながらお話しいただきます。 

元 日本航空株式会社 国際線シニアチーフパーサー  

13:25～14:10 
「いつでも、どこでも、安全に」 
モバイルシンクライアントのすすめ 

A-1 

[キーワード] モバイル シンクライアント 

「社内システムは事務所内で使うもの」と思っていませんか？ 外部から使える

ＩＴ環境の整備は、ワークスタイルの変革のほか災害時の備えとしても効果的で

す。ここではシンクライアントのモバイル活用を中心に、その効果や安全性など

について事例を交えてご紹介します。 

[キーワード] ITガバナンス スマートデバイス  
スマートデバイスの本格導入により管理効率化のニーズが高まっています。

「ProIT Policy N@vi」は、資産統制・セキュリティ・エコ・システム運用等の

独自のITポリシーを軸に、一括管理・見える化・自律改善といったITガバナンス

のPDCAサイクルを支援します。 

[キーワード] ワークスタイル変革 
スマートフォンやタブレット端末が急速に普及する中、スマートデバイスを活用

したビジネスフロント強化の動きが活発です。国内企業での数多くの導入実績か

ら見えてきた「ワークスタイル変革」の効果的な導入プロセス（ビジョン策定）

や、様々な業種での導入事例をご紹介します。 

[キーワード] グローバル コミュニケーション基盤 

当社グループ全体で導入しているグローバルコミュニケーション活用の実践事例、

およびリファレンスモデルとして10月発表のクラウド型サービス「FUJITSU 

Cloud エンタープライズコミュニケーションサービス」の概要と差別化ポイント

をご紹介します。  

[キーワード] WindowsXP 
みなさんがお使いのパソコンOS WindowsXPは、2014年4月9日にマイクロソフト

によるサポートが終了します。サポートが切れたまま使用しますと企業活動に多大

な影響を与える可能性があります。本セッションではサポート終了について正しく

再認識していただくとともに、新OSへ移行するための注意点などをご紹介します。 

[キーワード] 災害対策 事業継続 
今後、西日本を中心に被害が想定される南海トラフ巨大地震などをはじめとする

災害リスクと、3.11から学んだ効果的な対策についてご説明します。また、今か

らお手軽にはじめることができる事業継続対策をご紹介します。 

[キーワード] オフィス空間デザイン ワークスタイル 
近年、大型オフィスビル供給増に伴い、事業所集約等、オフィスのリニューアル

機運が高まっています。一方でスマートデバイス、TV/Web会議などによる多種

多様なコミュニケーションなどICTを駆使したワークスタイルも変化しつつあり

ます。当社はICTと空間デザインを融合した「オフィスまるごとイノベーショ

ン」や社内実践を基に、お客様に新たなワークスタイルをご紹介します。 

[キーワード] ビッグデータ キュレーション 

ビッグデータ時代に求められる仮説検証型ではなくデータを重ね合わせ語られる

新しいスタイルの分析手法「データキュレーションサービス」について、実績に

基づいた最新情報と活用の考え方をご紹介します。 

15:35～16:20 

まだ間に合う 

WindowsXPパソコンのリプレース 
～会社のパソコンは大丈夫ですか？～ 

A-5 

13:25～14:10 

スマートデバイス本格活用における 

ITガバナンス強化 
－ProIT Policy N@viご紹介－ 

A-２ 

15:35～16:20 
多様化する災害リスクと 

今からはじめる事業継続対策 
~事例から学ぶ効果的な対策~ 

A-6 

14:30～15:15 
スマートデバイス活用による 
ワークスタイル変革最前線 

～成功のカギを握るビジョン策定から導入事例まで～ 

A-３ 

16:40～17:25 
「ICT利活用」と「オフィス空間デザイン」を 

融合した新たなワークスタイルの実現 

A-7 

14:30～15:15 
富士通社内実践で培ったベストプラクティス 
グローバルコミュニケーションクラウド活用 

A-4 

16:40～17:25 
ビッグデータがイノベーションを引き起こす 
～キュレーターが実践する新たなデータ活用～ 

A-8 

・・・・ 



[キーワード] ECソリューション 

■業種別ソリューションセミナー 

■セミナー／展示デモ 開催スケジュール 

会議室Ｄ 会議室３ 会議室４ 会議室５ 

13:00～14:10 
特別講演 
｢1万ﾒｰﾄﾙ上空から観た 
世界の成功者たち」 

  13:25～14:10 
｢いつでも、どこでも、安全に」 

モバイルシンクライアント 
のすすめ 

  16:40～17:25 
｢ICT利活用」と 

｢ｵﾌｨｽ空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ｣を融合した 
新たなﾜｰｸｽﾀｲﾙの実現 

  14:30～15:15 
アフターマーケットビジネスの 

高度化に向けた 
保守業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ 

14:30～15:15 
ｽﾏｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ活用による 
ﾜｰｸｽﾀｲﾙ変革最前線 

15:35～16:20 
子ども子育て支援新制度
の動向と富士通の取組み 

16:40～17:25 
 
キャンパスクラウドのご提案 

15:35～16:20 
まだ間に合うWindowsXP 
パソコンのリプレース 

15:35～16:20 
多様化する災害リスクと今から

はじめる事業継続対策 

14:30～15:15 
共通番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)制度 
最新状況と対応のﾎﾟｲﾝﾄ 

15:35～16:20 
ビッグデータから見える

生産現場について 

16:40～17:25 
ビッグデータがイノベー
ションを引き起こす 

16:40～17:25 
地域がつながる 
安心がひろがる 

地域医療ネットワーク 

  14:30～15:15 
グローバルコミュニケーション 

クラウド活用 

 

会議室Ｃ 

 

12:30～17:00 
 
 

共通ソリューション 
展示 

 
 

業種ソリューション 
展示 

 
 
 
 
 

セミナー会場 展示会場 

A-0 

Ｂ-2 Ａ-3 

A-6 Ａ-5 B-5 B-4 

Ａ-7 B-6 

「ネットで見て店舗で買う」あるいは「店舗で見てネットで買う」など顧客の購買

行動は激変しており、オムニチャネル時代での「個客」対応が企業の経営課題と

なっております。昨今の動向と事例を踏まえ、ビジネス拡大を支援するECソ

リューション「SNAPEC-EX」をご紹介します。 

13:25～14:10 
オムニチャネル時代の 

ECビジネス拡大を支援する 
ECソリューション 

  13:25～14:10 
ｽﾏｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ本格活用における 

ITガバナンス強化 

B-7 

Ａ-1 A-2 B-1 

B-3 Ａ-4 

Ａ-8 

ARROWS Tab Q584/H 

[キーワード] アフターマーケット M2M  ビッグデータ 
製造業様におかれまして『ものづくり』における高付加価値の提供だけでなく、

サービス業務の高度化も市場から求められております。そこで、当社の最新ＩＣ

Ｔである「スマートデバイス」「Ｍ２Ｍ」「ビッグデータ」を活用したアフター

サービス高度化の方法について市場の動向を交えてご紹介します。 

B-3 

[キーワード] 共通番号制度 
番号法が国会で成立し、２０１６年１月から住民は個人番号（マイナンバー）を

持ち、個人番号が様々な行政サービスの手続きに利用される見通しとなりました。

新たなしくみとの連携ポイントや自治体の業務とシステムへの影響、またマイナ

ンバー活用の今後の展望について、当社の取組みをご紹介します。 

B-4 

[キーワード] ビッグデータ 生産現場 

生産現場から日々生まれる様々なデータは、そのままの状態では膨大であり、人

間が把握する事は非常に困難です。しかし膨大なデータも、加工、可視化させる

事で生産現場全体の動きを俯瞰する事ができます。全体を俯瞰しながら、重要な

部分だけ詳細データを深堀できるビッグデータ活用で、経営層だけでなく、現場

も欲しくなるデータの魅せ方をご紹介します。 

[キーワード] 子ども子育て支援新制度 
子ども子育て支援新制度について、業務やシステムへの影響が大きいと予想さ

れるものを中心に、施行に向けて見直しが見込まれるサービスや運用等、確認

しておくべき内容を、国の動向や新制度の概要を踏まえてご紹介します。 

[キーワード] 地域医療ネットワーク 

来年度より、滋賀県下の基幹病院へ地域医療ネットワークが本格導入されます。

本事業により診療情報の共有化が加速し、システムを通して地域医療への貢献が

見込まれます。全国における当社取り組みの最新動向と、今後の展開をご紹介し

ます。 

B-7 

[キーワード] キャンパスクラウド 
東日本大震災を契機とした事業継続への関心の高まりや、タブレット・スマート

フォン利用の増加から、24時間365日のサービス実施・持込み利用への対応等、

大学でのICT利用に対するニーズが拡大しています。その解決策の一つとして、

最近の動向を交え、大学向けプライベートクラウドソリューションについてご紹

介します。 

13:25～14:10 
(流 通) 

「フルフィルメント」×「マーケティング」×「プロモーション」で 

オムニチャネル時代のＥＣビジネス拡大を支援する 

ECソリューション「SNAPEC-EX」 

B-1 

15:35～16:20 
(自治体) 

子ども子育て支援 
新制度の動向と富士通の取り組み 

B-5 

14:30～15:15 
(製 造) 

アフターマーケットビジネスの高度化に向けた 
保守業務ソリューション 

～GLOVIA ENTERPRISE Maintenance Management～ 

B-２ 

16:40～17:25 
(医 療) 

地域がつながる、安心がひろがる 
地域医療ネットワーク 

B-6 

14:30～15:15 
(自治体) 

共通番号（マイナンバー）制度 
最新状況と対応のポイント 

16:40～17:25 
(教 育) 

キャンパスクラウドのご提案 
 ～多様化する学生環境への対応と 
     学内ICTの全体最適に向けて～ 

15:35～16:20 
(製 造) 

ビッグデータから見える生産現場について 
講師:オムロン株式会社様 



 本お申込みにてご提供いただきましたお客様の個人情報は、富士通株式会社
および富士通ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社が以下の目的で利用させていただきます。 
 富士通ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社へ個人情報を提供する際には、契約により適切な管理を義
務付けた上でE-mail等で提供いたします。同意いただけない場合は、大変申
し訳ございませんが、本ｾﾐﾅｰのお申し込みはできません。 
 ・本ｾﾐﾅｰに関する連絡および開催当日の受付での使用 
 ・ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐﾅｰの開催情報や製品・ｻｰﾋﾞｽ情報のご案内 
 本ｾﾐﾅｰに関する連絡および開催当日の受付、ならびに次回の案内状送付のた
め、お客様の個人情報を委託先に預託することがあります。 
 お客様の個人情報は、富士通株式会社の個人情報保護ﾎﾟﾘｼｰに基づき、適切
に管理します。情報の開示・訂正・追加・削除および利用停止を希望されるお
客様は、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 

＜講演内容・申込手続・個人情報に関するお問合せ＞ 
 富士通株式会社 京都支社（事務局：中野・杉崎） 

 ＴＥＬ：075-252-9800 

お問い合わせ窓口 

■業種ソリューション展示 

■展示デモメニュー 
■共通ITソリューション展示 

個人情報の取扱いについて 

医 療 

･お客様の声を反映し成長する電子カルテシステム 
 「HOPE EGMAIN-GX」 
･いつでもどこでも安全に 
    スマートデバイスソリューション 
 「HOPE PocketChart」 

「つなぐ医療」から「支える医療」へ 
地域医療ネットワーク 
「HumanBridge HERソリューション」 

診察待ちの不安をきめ細やかな案内で解消 
FUJITSU 患者案内ソリューション 
「患者案内カード ＮＡＶＩＴ」 

自治体 

子ども子育て支援新制度に対応したソリューション 
「MICJET MISALIO 子育て」 

道路施設の維持管理のご支援 
「道路パトロール支援サービス」 

スマートフォンによる消費喚起型周遊モデル 

金 融 銀行窓口業務における 
「次世代ユーザインターフェース」活用 

流 通 オムニチャネル時代のＥＣソリューション
「SNAPEC-EX」 

製 造 

富士通の製品開発現場で生まれた 
デジタルモックアップツール「VPS｣ 

生産設備仮想ラインシミュレータ「GP4」 

次世代PDM(Product Data Management)ｼｽﾃﾑ 
｢PLEMIA Global Edition｣ 

三次元ディスプレイ・ソリューション 
｢IBench Mobile｣ 

アフターマーケットビジネスの高度化に向けた 
保守業務ソリューション 
「GLOVIA ENTERPRISE Maintenance 
 Management」 

製造現場におけるBIGデータ活用ソリューション 
オムロン株式会社様との共同出展 

教 育 

スマートフォンを活用した大学向け 
アプリケーション・情報提供サービス 
～エリアや時間に応じた配信技術を利用～ 

最新仮想化技術で実現する大学向けプライベート 
クラウドソリューション 
「キャンパスクラウド」 

大学における人材育成 
～ｅラーニングソリューションの活用～ 

ワーク 
スタイル 

グローバルコミュミケーションを強力に支援する 
ベストプラクティスサービス 
「FUJITSU Cloud エンタープライズ 
       コミュニケーションサービス」 

モバイルの業務利用を加速する「MobileSUITE」 

会議の新しいスタイルをご提案 
･インタラクティブホワイトボード（Ｄ５５００） 
･ユニファイドコミュニケーションシステム 
･超短焦点プロジェクター（PJ X4141） 

出展:リコージャパン株式会社 

最新スマートフォン、パソコンラインナップ 

スマートデバイスで現場データを活用し業務改革 

事業継続 

中小規模のバックアップ統合を最適に 
ＥＴＥＲＮＵＳ ＢＥ５０ 

・データをお手軽に自動バックアップ＆データ共有 
 「PCリモートバックアップサービス」 
・迅速で確実な安否確認に威力を発揮 
 「緊急連絡/安否確認サービス」 

ビッグ
データ 

位置情報を活用した観光情報提供と防災対策 
「SPATIOWL(スペーシオウル)」 

超高速ﾃﾞｰﾀ処理ｼｽﾃﾑ「SOFIT Super REALISM」 
出展:日本ソフト開発株式会社 

セキュリ
テイ 

マルチデバイスを対象としたITガバナンスを支援  
「ProIT Policy N@vi」 

シンクライアントソリューション 
仮想化デスクトップ 

標的型メール対策「SHieldMailChecker」 

スマートデバイスを安全に業務に活用! 
「FENICSⅡ ユニバーサルコネクト」 

WindowsXPサポート終了にともなう移行支援 

資産管理 

既存アプリケーション資産の状態を見える化する
「ソフトウェア地図」 

IT資産可視化・持ち込み機器対策アプライアンス 
「iNetSec SmartFinder」 

■TCS関西リモートデモ TCS関西:Trusted Cloud Square KANSAI 

TCS関西では、お客様のご要望に応え、８種類の配信型デモンストレーショ
ンをご用意しており、お客様先よりネットワーク経由でリモートデモを行う
ことができます。会場とTCS関西(京橋）をインターネット回線で結び、専門
の技術者がお客様のご希望のデモをご紹介します。 

パブリッククラウドサービス「Trusted Cloud Public  S5」 

プライベートクラウドの基盤ソフトウェア 
               「ROR(ServerView Resource Orchestorator）」 

ハードウェアの監視ソフトウェア「SVOM（ServerView Operations Manager）」 

UNIXサーバ「SPARC M10」 

介護事業者支援システム「HOPE WINCARE」 

SaaS型 eラーニングソリューション「InternetNavigware」 

会計パッケージ「GLOVIA smart 会計」 

人事給与パッケージ「GLOVIA smart 人事給与」 

contact-kyoto@cs.jp.fujitsu.com 


