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シーコン・フォーラム
Mar. 19th

事例から学ぶkintone/Garoon有効活用フォーラム［シーコン・フォーラム］
マルチクラウドと実現するインテグレーター

日時

2019年 3月19日(火) 13:30-17:25
場所 サイボウズ株式会社 東京オフィス27階

（ 13:00 開場 ）

入場無料
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事例から学ぶkintone/Garoon有効活用フォーラム［シーコン・フォーラム］開催決定！シーコ
ンソーシアム会員企業による「事例セッション」で、kintone/Garoonの ユーザー様、クラウド
連携ソリューションについて興味のある方・お悩みの方に 有用な、より高品質のソリュー
ションをご提案します。サイボウズを基盤として取り巻くメーカー/SIerが一挙に集い、導入
事例/活用事例を紹介いたします。kintone/Garoonの活用方法を1日で学べるセミナーイベン
トです。これからkintone/Garoonの導入を検討されるお客様、kintone/Garoonを導入済み で
さらに活用方法を広げたいお客様、クラウドサービスについて情報収集をされ ているお客様
向けのイベントです。これを機にkintone/Garoonのさらなる活用方法を学んでみませんか？
皆様のご来場をお待ちしております！

B6

27階サイボウズ

CLOUD MUSTの時代、
1つのクラウドで企業のITを全て賄うことはできません。情報系・基幹系の統
合は、オンプレ時代から進んでおり、情報系のクラウドが進化を続けながら、基幹系との連携でク
ラウドとオンプレを統合することをハイブリッドITとして提唱されていました。最近では、基幹系
のクラウドが、急速に進化し、MULTI CLOUDが企業のビジネスに不可欠な要素となった結果、それ
らのエコシステムが急速に進んでいます。そのような背景から、ISVベンダー1社のクラウドの提案
では限界があり、また、複数のクラウドを連携したソリューション提案をするCIerの存在は大変重
要になっています。それらの顧客ニーズを満たすために、本コンソーシアムはkintone/Garoonと連
携できるISVパートナーが集まり、それらをCIerとして統合できるSIベンダーが共同で集うことで、

丸善

〒103-6028 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー27階
東京メトロ銀座/東西線・都営地下鉄浅草線「日本橋駅」B6直通
東京メトロ半蔵門線/銀座線「三越前駅」B6徒歩3分
JR東京駅 八重洲北口より徒歩10分

お客様が求めるサービスを迅速に提案と実装ができるだけでなく、お客様へクラウドの今と未来
をお伝えすることを目的とします。

お申込みは
こちらから

高島屋

https://ccon.smktg.jp/public/application/add/68

SE SSION TI ME TABLE
13:00

13:30

受付開始・会場

Conference Room1

サイボウズ BAR

株式会社アイサイト

株式会社ROBOTPAYMENT

Dropbox Japan 株式会社

コクヨ株式会社

CData Software Japan
合同会社

M-SOLUTIONS 株式会社

サイボウズスタートアップス
株式会社

株式会社コラボスタイル

「クラウドは心配・・・」はもう古
い！？ D-QUICK Cloud で 叶 える
安心で安全なドキュメント管理を
ご紹介！

13:55
14:05

Conference Room2

経理部門、購買部門の働き方改革
〜伝票・事務処理を自動化し業務
効率を大幅改善〜

プラグインで簡単連携！
「 請求管理
ロボ 」「kintone」請求業 務のオー
トメーションをはじめよう！

kintone データをまるっと DB に同
期する CData Sync 新発売 !

Dropbox が考える
これからのクラウド連携

最新事例で学ぶ kintone
〜高額 SFA からの脱却を kintone
で実現！〜

14:30
14:40

アステリア株式会社

kintone データ連携で現場業務の
自動化＆コスト削減！

15:05
15:15

コムチュア株式会社

〜 kintone と Chatbot で広がる新た
な業務改革実現！〜
kintone LINE WORKS による様 々
な活用事例をご紹介します

みんなが利用する定番の kintone
連携サービスのご紹介

JBアドバンスト・テクノロジー
株式会社
導入事例を一挙公開！一歩先行く
kintone 活用術〜簡単＆低コスト
に kintone を構築させるコツ〜

" これも働き方改革 " いま Excel で
作成している見積業務を無理なく
改善してみるお話し

グレープシティ株式会社

kintone の導入は成功だと実感す
る脱 Excel 事例紹介ー最大のポイ
ントは Excel とのギャップ埋めー

15:40
15:50

株式会社富士通エフサス

ウイングアーク1st 株式会社

株式会社ソウルウェア

株式会社セゾン情報システ
ムズ

「IoT 活用により 遠隔農場管理を実
現！繁 殖 農 場 運 営 の 効 率 化 を 支
援 」〜「繁殖牛の個体一元管理シ
ステム」
実証実験のご紹介〜

16:15
16:25

働 き 方 改 革 ど 真 ん 中！交 通 費 精
算・勤怠管理クラウド kincone( キ
ンコン ) のご紹介

16:50
17:00

株式会社ソルクシーズ

kintone と連携してセキュアにファ
イル共有・管理！企業向けオンラ
インストレージのご紹介

事例で語る働き方改革！営業プロ
セスの可視化による、
kintone で出
来る業務効率化の秘訣

事例で学ぶ！ノンコーティングで実
現する kintone の外部連携

弁護士ドットコム株式会社

「紙」
不要の取引を始めるー帳票作
成から契約締結をダイレクトにす
るクラウドサイン kintone 連携版ー

株式会社シャノン

kintone と連携して商談につながる
BtoB マーケティング環境のご紹介

株式会社オプロ

［RPA AI-OCR 活用事例］
FAX データ
も読み取りOK！事務処 理コスト
を削減するドキュメント業務改革

17:25
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