
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 
 

 福岡交通センター3番のりばよりバスで約15分 
 西鉄天神バスセンターよりバスで約10分 

FUJITSUソリューション祭り2016 in九州 
事務局 
株式会社富士通マーケティング 九州BP推進部 
〒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） 

 
 株式会社富士通マーケティング 
 富士通株式会社 

会場のご案内 

お申し込みURL 

ご案内担当 お問い合わせ 

 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 
 Sky株式会社 
 大興電子通信株式会社 
 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 
 バラクーダネットワークスジャパン株式会社 

 パロアルトネットワークス株式会社 
 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 
 株式会社富士通エフサス 
 株式会社富士通九州システムサービス 
 株式会社富士通システムズ・イースト 
 富士通フロンテック株式会社 
 扶桑電通株式会社 
 ミツイワ株式会社 
 株式会社安川情報九州 
 リコージャパン株式会社 

http://www.fujitsu.com/jp/fjm/solfesta-kyushu/ 
ネットで検索！ 富士通イベント・セミナー 

SolutionFesta_2016_05.1 

出展企業（五十音順） 

2016年11月21日(月) 
12:30～17:00（受付開始12:30～） 

主 催  
 

共 催  

ホテルオークラ福岡 
４階〔講演〕平安の間Ⅱ 〔展示〕平安の間Ⅲ 

株式会社 富士通マーケティング 
富士通株式会社 

がんばろう九州！ 
新しい力が生まれる時 

FUJITSU 

ソリューション祭り 

2016 in 九州 

スマートフォンでも 
ご覧いただけます →  



展示 
Topics 

拝啓 貴社益々ご清栄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。また、平成28年熊本・大分地震により被災された皆様には心よりお見舞い

を申し上げます。 

 デジタル化の急速な進展は私たちの生活をより便利で豊かにするとともに、企業のビジネススタイルや経営環境にも大きな変化

をもたらしています。テクノロジーの進化によって、革新的なアイデアを実現するにあたってのハードルは限りなく小さくなり、

従来の枠組みを超えた新たな成長の機会を実現いたします。 

 富士通マーケティング及び富士通は“がんばろう九州！新しい力が生まれる時”をテーマに、熊本・大分地震復興を応援すると

ともに、新たな未来を創造するためにICTを活用し、お客様のビジネス革新、経営強化の一助としていただくために、「FUJITSUソ

リューション祭り2016 in 九州」を開催いたします。本ソリューション祭りでは、経営基盤の強化に向け、様々な業種・業務ソ

リューションや先端のプロダクトやサービスの講演と展示デモをパートナー企業とともに紹介させていただきます。このソリュー

ション祭りの場をお客様の新たなビジネス展開にお役立いただきたく、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。 

 

株式会社 富士通マーケティング 

                                      九州営業本部長 桐明 建王 

基調講演 
 

熊本市 総務局 行政管理部 
首席審議員 兼 情報政策課長 桐原 光洋 氏 

気象庁観測史上初めて、近接した場所と時間に震度7を2回記録した熊本地震。発災後すでに半年

が経過しましたが、復旧・復興の取り組みは今も続いています。未曾有の災害に直面して、組織

はどのように対応していったのか。また、初動・応急・復旧・復興の各段階で、ICTはいかに貢

献したのか。さらに、課題として何が残されたのか。BCMやDRの観点を交えてご説明します。 

熊本地震の被災現場から 

13:30〜14:30 

FJM講演 
 

情報漏えいや標的型攻撃などの事故や事件のニュースが流れる中、企業や団体における情報セ

キュリティ対策は急務です。また近年では、熊本地震をはじめ、全国的に台風や豪雨による土砂

災害など様々な自然災害が多発しており、今や災害は発生確率の高いリスクとなりました。本講

演では、平常時及び災害時のシステム障害にも素早く対応／復旧を行うためにICTを活用した事

業継続についてご紹介します。 

14:30〜15:00 

FJM特別講演 
 

昨今デジタルテクノロジーが、ビジネスや社会にこれまでにない大きな変化をもたらしています。 

一方経営やビジネスの現場に必要不可欠となったICTは、最新技術への対応が求められています。 

本講演では、AI、ロボット、 IoT などのデジタル革新の最新技術の動向と、それらのもたらす恩

恵や活用例についてご紹介します。 

15:20〜16:10 

株式会社富士通マーケティング 商品戦略推進本部  
担当部長 

有滝 和貴 

浅香 直也 
株式会社富士通マーケティング 
執行役員 クラウドサービスビジネス本部長 

今こそ、経営に求められる事業継続対策 

ビジネス・社会のデジタル革新 
～人工知能（AI）・ロボット・IoT･･･これからどうなる～ 

～ICTはいかに初動・応急・復旧・復興に貢献したか～ 

～災害時を含めたセキュリティ対策は万全ですか？～ 

ごあいさつ 

講 演 

展示・デモ 12:30～17:00 

13:30～16:10  

※講演・展示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。 

・EXCELから貼り付けるときは「埋め込み」で 

災害対策／事業継続

FUJITSU Security Solution 緊急連絡／安否確認サービス
スピーディな状況把握と復旧対応に向けて円滑にサポート

富士通㈱

ポータブル情報提供システム、防災グッズ
平時・災害時利用可能な可搬型デジタルサイネージ、多言語拡声装置 他

㈱富士通エフサス 

FUJITSU Enterprise Application AZCLOUD SaaS Discussion/Library

ペーパーレス会議サービス／コンテンツ（文書、図面、動画等）管理サービス
㈱富士通マーケティング

Cisco WebEx Meeting Center  Collaboration Meeting Roomsサービス

会議室からモバイルまで利用形態に対応したビデオ会議システム

富士通㈱

Microsoft Office365
災害時でも必要な業務を継続！

㈱富士通マーケティング

FUJITSU Cloud AZCLOUD IaaS バックアップ
サーバーやPCのバックアップを安心・安全なクラウドへ

㈱富士通マーケティング

世界出荷台数No.1 Barracuda Backup
BCP対策、ランサムウェア対策に最適なバックアップソリューション

バラクーダネットワークスジャパン㈱

FUJITSU Managed Infrastructure Service 仮想デスクトップサービス V-DaaS
災害時でも代わりの端末でどこからでもすぐに業務再開が可能

富士通㈱

IDリンク・マネージャーⅡ
平常時は長時間残業・サービス残業を抑止に、災害時は自宅勤務の勤怠管理に活用

㈱富士通エフサス 

セキュリティ／ネットワーク

標的型サイバー攻撃の検知と対策製品の連携ソリューション

サイバー攻撃検知（iNetSec Intra Wall）と遮断（IPCOM EXシリーズ）連携による自動防御
富士通㈱

AZSECURITY BSTS 標的型攻撃対策 FFR yarai
未知の脅威へのお手軽対策

㈱富士通マーケティング

AZSECURITY 標的型メール攻撃訓練
標的型メールに対する訓練サービス

㈱富士通マーケティング

AZSECURITY BSTS Web改ざん検知
クラウド型Webサイト監視サービス

㈱富士通マーケティング

顔貌認証ソリューション
最高水準の制度とスピードで快適な三次元顔貌認証ソリューション

ミツイワ㈱

クライアント運用管理ソフトウェア　SKYSEA Client View
情報漏えい対策の徹底と、IT運用管理を支援

Sky㈱

次世代セキュリティプラットフォーム

サイバー攻撃を防御し、デジタル世界における信頼を維持
パロアルトネットワークス㈱

IoTゲートウェイ機　QRIoT（キュリオット）

モジュールのカスタマイズが可能な軽量コンパクトゲートウェイ機

㈱九州テン

ＩｏＴ

お客様現場のデジタル化を加速する ユビキタスウェア
現場作業員の安全管理支援やヘッドマウントディスプレイによる遠隔支援

富士通㈱

FUJITSU Cloud Service K5 IoT Platform　- IoTデータ活用基盤サービス -

多様なセンサーデータを収集、業務アプリケーションと連携できる富士通のIoT Platform

富士通㈱

Intelligent Dashboard　- AI・IoT活用による工場全体の最適化 -

工場のさまざまなデータを組合せて見せる化･分析で最適な工場マネジメント

富士通㈱

FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWARE FEELythm（フィーリズム）

ドライバー本人も気づかない眠気を検知・通知、安全運転を支援するユビキタスウェア

富士通㈱
敬具 

2016年10月 
業種／業務ソリューション

FUJITSU Enterprise Application GLOVIA  iZ（ アイズ）　※2016年11月より提供

「経営に革新を、企業に変革を。」新統合業務ソリューション

㈱富士通マーケティング

FUJITSU Enterprise Application GLOVIA きらら 販売
現場情報を戦略的に活用し、スピード経営を実現

㈱富士通マーケティング

「原価管理ソリューション」 for GLOVIA きらら 販売
「原価の見える化」と「販売価格の適正化」をサポートします！

㈱富士通九州システムサービス

「kintone」 for GLOVIA きらら 販売
～仕組みが業務を変える～ 業務改善ソリューションのご紹介

エコー電子工業㈱

FUJITSU Enterprise Application GLOVIA きらら会計・人事給与
お客様の大切な情報を富士通のデータセンターでしっかり守ります

㈱富士通マーケティング

FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart Pastel Plus
専門店小売向けMD自動化ソリューション

㈱富士通システムズ・イースト

飲食店向けオーダーエントリーシステム　Encyclo Bistron/R（ビストロン）

ローコストで直観的操作を実現

扶桑電通㈱

小売業様向け店舗発注サービス　ValueAnswerEOB
自動発注を兼ね備えたシステムで発注作業最適化と平準化を実現！

富士通エフ・アイ・ピー㈱

PepperとGLOVIAsmartホテル連携によるホテル様向け新サービスの提供

ホテルサービスロボットとしてのPepper活用シーンのご提案

㈱富士通九州システムサービス

クラウド／ワークスタイル変革

FUJITSU Cloud AZCLOUD IaaS
オール富士通で提供するクラウドプラットフォーム／統合運用サービス

㈱富士通マーケティング

企業向けコンテンツ管理プラットフォーム　boxサービス
セキュアでシンプルな情報共有。「box」活用でワークスタイル変革！

富士通㈱

FUJITSU Enterprise Application GIFOCUS （ジーアイフォーカス）　- クラウド型地図サービス -

稼ぐ企業の賢い地図（GIS）の使い方 

富士通㈱

FUJITSU Software LiveTalk　- 聴覚障がい者参加型コミュニケーションツール -

音声認識とリアルタイム転送技術による双方向コミュニケーション

富士通㈱

Knowledge Suite（ナレッジスイート）

ユーザー数無制限のクラウド型SFAで営業プロセスを可視化

ナレッジスイート㈱

営業支援／リテール支援システム　Sales☆Assist
ライバルがデスクワークに追われている時、私はその場で一発受注

㈱佐賀電算センター

xoBlos（ゾブロス）

Excel作業の効率化を目的とした業務改善ソリューション

大興電子通信㈱

書類の電子化ツール　FormPat
Excel・Word帳票が "そのまま" タブレットの電子帳票に！

西日本オフィスメーション㈱

データ分析ツール　Linxgate (リンクスゲート)

大切なのは、「わかりやすい」こと。

日本システム㈱

FUJITSU Software ChaMEO（シャミオ）

サイネージの運用をもっと簡単に！

㈱富士通マーケティング

クラウド型デジタルサイネージ　きっと e! Channel
収集データをグラフィカル表示「見せる化」で情報共有が簡単に！

㈱安川情報九州

インタラクティブ ホワイトボード
チームのコラボレーションを促進する、進化したホワイトボード

リコージャパン㈱

FUJITSU Business Application CRMate（シーアールメイト）

企業に散在する、様々な情報を迅速かつ容易に管理するSaaS型 統合CRMソリューション

富士通㈱

Office365ブース 災害対策／事業継続ブース 

人とICTをつなぐ 
メディエータ 
ロボティクス 
サービス 

RoboPin（ロボピン） 

災害時も利用可能な 
コミュニケーション 
基盤。熊本地震での 
利用についてご紹介 
します。 

災害発生から復旧
までを想定した
「事業継続対策」
について、時系列
にご説明します。 参考出展 

※本ブースのデモツアーを企画しております（詳細は別紙） 


