富士通
ソリューションフェア
2018
in Okayama

2018 年 7 月 10 日(火)
11:00～17:30(受付開始 11:00～)

ホテルメルパルクOKAYAMA
岡山市北区桑田町1-13

Tel：086-223-8100(代)

主催：富士通株式会社
株式会社富士通マーケティング

お申し込みURL
http://www.fjm.fujitsu.com/events/180710/
お申し込み期間

2018年6月6日(水)より7月8日(日)24:00まで
ネットで検索！

富士通イベント・セミナー

申込QRコード

ごあいさつ
拝啓 時下ますますご清祥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。
今、私たち富士通はお客様やパートナー様と共に、数多くの共創 - Co-creation- に取り組んでいます。デジタル技術が急速な勢いでビジネス
や私たちの暮らしを変えているこの時代には、1社だけでビジネスを行うのではなく、業界の垣根を越えて連携し、多様な皆様と共に価値を創り
出していくことが不可欠と考えているからです。
AIやIoT、ビッグデータなどのテクノロジーを用い、様々な業種の知見をつなぐことで、ビジネスのイノベーションを生み出していく。そのようなエコシス
テムの活用こそが、世界に山積する食料やエネルギー、ヘルスケア、都市問題などの様々な社会課題の解決の鍵を握っています。
そして富士通はその人類共通の課題への対処に必要な、先進的でユニークなテクノロジーを持っています。
富士通グループは、この度AIやIoTといった最先端のテクノロジーをテーマとした「富士通ソリューションフェア2018 in Okayama」を開催いたします。
当フェアの場をお客様の新たなビジネス展開のお役に立てて頂きたく、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。
敬具
2018年6月

富士通株式会社

岡山支店長

株式会社富士通マーケティング

岡山支店長

廣瀬 輝人
友重 善行

講演(定員150名)
セミナー
14:30
～

15:20

富士通が創る働き方の未来

富士通が創る働き方の未来。デジタルトランスフォーメーションを加速する
AI／働き方改革について、ここでしか見られない最先端の取り組みや
デモを交え、いち早くご紹介します。
富士通株式会社 ワークスタイル変革オファリング統括部 アシスタントマネージャー

小古 善晴

特別講演

人工知能(AI)や最新テクノロジーの進化が
ビジネスに与える影響とは

AIの進化が現存のビジネスを再定義していくだろうとも言われている中、
私たちはAIと今後どのように向き合うべきか。AIの近未来と現在について
最新事例を動画を交えながら詳しくわかりやすくご紹介します。

16:00
～

17:00

プロフィール

1964年5月 長野県伊那市生まれ。法政大学工学部電気工学科卒
業。複数の外資系ITベンダーさらにはソフトバンク社を経て、現在は富
士通の常務理事および首席エバンジェリストとして幅広く活動中。AI、
クラウド、IoT、スマートデバイス、ロボットの5分野を得意分野とし年間
約300回の全国各地での講演活動を通じてビジネスユーザーへの訴
求活動を実践している。様々な書籍の執筆活動や複数のTV番組出
演での訴求など、エバンジェリストとしての活動をしつつ、国内30以上の
大学での特別講師も務めている。

富士通株式会社
常務理事 首席エバンジェリスト
兼 エバンジェリスト推進室長

中山 五輪男

（なかやま いわお）

17:45
～

18:45

懇 親 会

展示／デモ(11:00～17:30)
ブロックチェーンでつなぐ異業種イノベーション

Fujitsu Selection
先進技術

富士通株式会社
「Virtuora DX」は、企業や組織が保有するデータの価値を安心・安全に見える化、共有し、
データの概要情報を活用した異業種間共創を加速するクラウド型サービス。ブロックチェーン
の機能を拡張し、外部環境にデータを置くことなく企業間のデータ取引が可能。

シェアで応援 元気な地域とセカンドライフ

IoT

富士通株式会社
シェアリングビジネス基盤を使い地域コミュニティの様々なニーズや困り事をメニュー化。セカン
ドライフを充実させたいアクティブシニアの情報をPersoniumで管理。それらをマッチングすること
で地域課題を解決するとともに、アクティブシニアの社会参画を応援するデモをご紹介します。

周産期支援サービスで社員や
地域住民の不安を軽減

IoT

富士通株式会社
妊娠、子育て期の心配事を24時間看護師が常駐するコールセンターに相談したり、電子母
子手帳連携により健康・イベント情報を一元管理できます。サポートの充実や業務効率化に
より自治体や病院、企業を支援します。

バッテリーフリーデバイス活用
PulsarGum（パルサーガム）

IoT
富士通株式会社

IoTのニーズに柔軟に対応できるよう、太陽光／照明光だけで発電するバッテリーフリーのデバ
イスを開発いたしました。低コスト、低消費電力を満たしたデバイスの活用をご紹介します。

IoT

安全管理支援・現場支援ソリューション

富士通株式会社

現場作業につきまとう転落事故や熱中症の発生、熟練者の現場リタイアに伴うメンテナンス
技術不足など。現場作業にご活用いただけるソリューションをご紹介します。

防犯予測システム
DEFENDER-X

IoT

デジタルサイネージコンテンツ・運用管理ソフトウェア

IoT

株式会社富士通マーケティング
映像から人の精神状態を解析し、犯罪の可能性を可視化します。人体の挙動から精神状
態を推測するシステムを用いた、効率的な警備運用をご提案します。また、追跡システムと
連携することで広域での利用が可能になります。

ChaMEO（シャミオ）

株式会社富士通マーケティング
誰でも簡単に、直感的にサイネージ運用ができます。フォルダと連携し動画・画像表示や・
EXCEL・CSVと連携し様々な表示ができます。タッチにも簡単に対応、タッチボタンもファイル名
で簡単に作成されます。

IoT
GPSサービスを展開される法人様向けパッケージ
かんたん位置情報サービス
株式会社富士通パーソナルズ
GPS端末を利用してかんたんに位置情報の検索・通知ができるサービスです。新たに「位置情
報サービス」を展開したいとお考えの法人企業さまに、システムから端末まで「かんたん」パッ
ケージでご提供します。

未来の働き方を描く
DTC共創ワークショップ体験

働き方改革

音声認識でコミュニケーションの見える化
LEGEND-V S100

働き方改革

簡単クラウド型ペーパレス会議システム
AZCLOUD SaaS Discussion

働き方改革

FUJITSU Cloud Service
AZCLOUD IaaSファイルサーバ

働き方改革

富士通株式会社
真の働き方改革実現には、目指すべき姿（ビジョン）を描くことが重要です。デジタルツール
を活用したビジョン策定ワークショップで、お客様の目指す未来の働き方を実現するお手伝い
をいたします。

富士通株式会社
音声認識技術により電話や電話会議の内容をテキスト化します。普段はエビデンスの残らな
い電話での会話の履歴を残すことや時間のかかる議事録作成を簡単にできるようになります。
これにより業務効率化を図ります。

株式会社富士通マーケティング
人手や時間のかかる会議資料準備をシステムで簡単登録、会議は紙ではなく手元のタブ
レットに表示し、発表者の資料や動画を画面同期することで円滑な会議を進めます。導入も
手軽で簡単なクラウドのサービスです。

株式会社富士通マーケティング

デジタルアニーラが導く
「最適解」工場の作業者動線を最適化

AI

多品種・多拠点展開を実現する
スピーディーな異常検査技術

AI

富士通株式会社
デジタルアニーラを活用した倉庫部品の最適化事例をご紹介します。工場において部品集
約作業の時間短縮化は生産性向上に大きく貢献します。作業ルートを最適化して移動距
離が最短となる動線をデジタルアニーラが瞬時に見つけ出します。

富士通株式会社

Zinraiディープラーニング(DL)を用いた製品異常検査の事例をご紹介。複雑な形状に埋もれた異常
の検出を可能とするDL技術の特長とあわせ、Zinraiのエッジ・クラウド連携機能により、多品種製品
検査への適用、他拠点への製品検査システムの展開が容易に行えることを体験していただけます。

IoT活用による工場全体の見える化
IntelligentDashboard／VisuaLine

AI

AIを活用した需要予測による
計画業務の高度化

AI

横断的なデータ利活用で流通業界を変革

AI

人に優しいコミュニケーションを実現
ロボットAIプラットフォーム＆ユニボ

AI

富士通株式会社
工場にある様々なデータを繋げて見せることにより、生産現場はもちろん工場全体の最適化
を図ることができます。今回の展示では、顧客導入事例（画面）をもとに、活用方法・導入
効果などをご紹介します。

富士通株式会社
「ODMA 需要予測ソリューション」は、生産・調達、販売・マーケティング等における計画立案
業務に対して、独自技術により安定的で高精度な予測と自動チューニングによる負荷削減
を実現するソリューションです。

富士通株式会社
サプライチェーンを横断して、業務システムデータやIoTのセンシングデータを統合的に分析。人
手不足や、機会損失・廃棄ロスに悩む流通業界のビジネスを変革するデータ利活用プラット
フォームをご紹介します。

富士通株式会社
新しいコミュニケーション価値を提供するロボットAIプラットフォーム及びユニボをご紹介します。
利用者の音声と表情から感情を認識などのAI技術を活用し、お客様のビジネスへ付加価値
をご提案します。

AI-OCRとRPAによる紙文書の入力業務の自動化

働き方改革

PFU Smart Capture Service

PFU西日本株式会社
働き方改革への取組みにおいて、膨大な紙文書処理業務の自動化・省力化が課題となっ
ています。AI-OCR活用によるドキュメントキャプチャー、RPA技術を組み合わせお客様の「働き
方改革」をご支援します。

GUI自動化・RPAツール QualityPartner
GENEST

働き方改革

働き方改革の第1歩、上司と部下のコミュニケーションに貢献

働き方改革

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
直感的なキャプチャー＆リプレイ機能を持ったGUI自動化・RPAツールです。人が目で見て操
作するように、画面を認識してマウスやキーボード操作を自動化します。初心者でも容易に
操作手順をシナリオ化でき、RPAのソフトウェアロボットとして活用できます。

IDリンク・マネージャー 長時間残業抑止

株式会社富士通エフサス
事前の残業申請を徹底させ、業務内容を「見える化」。コミュニケーションを取り合い、課題の
明確化し、時間を意識した働き方を実現します。 導入効果は一目瞭然、短納期、低コスト
での導入を実現します。

経費による調達業務工数と調達コストを総合的に削減

クラウド型間接材調達支援サービス

働き方改革

株式会社富士通コワーコ
間接材調達業務はコストをかけにくくシステム化や統制が遅れている中で1600社を超える導
入実績より得た業務効率化・コスト削減ノウハウのご提供とクラウドサービスで調達業務の適
正化を強力にご支援致します

ダイバーシティ・コミュニケーションツール
LiveTalk

働き方改革

富士通株式会社
発話者の発言を音声認識し、即座に翻訳・テキスト変換することで、発言内容を複数端末
にリアルタイムで翻訳・テキスト表示します。聴覚障がい者とのコミュニケーションやグローバル
活動等でご利用いいただけます。

つながる手のひらで業務効率化を実現

働き方改革
富士通株式会社

安価で手軽に利用できるクラウド型ファイルサーバサービスです。Windowsだけでなく、Macや
Androidでも利用が可能です。

トップレベルの認証精度を誇る手のひら静脈認証の活用シーンをご紹介し、PCログインや新
入退室装置のデモ展示を行います。

FUJITSUセキュリティソリューション
AZSECURITY BSTS（ビステス）

Microsoft Office365、Windows10

働き方改革
株式会社富士通マーケティング

テレワークを行う上で必要となるのがセキュリティ対策です。AZSECURITY BSTSはクラウド型で
手軽にスタートできるセキュリティソリューション群です。

働き方改革
株式会社富士通マーケティング

テレワークで注目を浴びている、Office365をご紹介します。最新OSのWindows10や
Skype for BusinessによるWeb会議もご体感いただくことができるチャンスです。

展示／デモ(11:00～17:30)

Fujitsu Selection

画像認識技術で店舗の購買プロセスを評価する!!

クラウド型ネットワーク運行支援サービス
ITP-WebService V2

IoT

AIDMA SEARCH(アイドマサーチ)

株式会社カイタックホールディングス
店舗内の特定の売場や商品に対してどれだけの人が関心を持ったのかをデータベース化する
システムです。店舗内の人の動きをデータ化し、分析する事で、売場や商品のポテンシャルを
評価することが出来ます。

AI×IoTデバイス
ShieldIoT

紙図面をデジタル化し一元管理。欲しい図面を素早く検索

SasaL(ササエル) 図面管理サービス

株式会社システムズナカシマ

働き方改革
扶桑電通株式会社
扶桑電通株式会社

図面スキャニングサービスは、A0までの図面をデジタル補正を行いデータ化するサービスです。
またデータ化した図面に対し図面管理システム上にて検索ワードを付加することにより高速で
多彩な検索が可能になります。

ShieldIoTは、エッジデバイスをセキュリティ脅威や運用リスクから保護するための革新的なサイ
バーセキュリティソリューションです。

簡単! 位置情報が即座にわかる
家族のきずな

IoT

Around View Virtual Guide

IoT
株式会社藤山電気工学社

車両の位置情報や運行状況を事務所や外出先で確認でき、離れた場所でも情報共有が
可能なクラウド型ネットワーク運行支援サービスで輸送品質向上をサポートします。

AI/IoT

Webでの360度画像による疑似体験案内システム

Partners Selection

株式会社システムタイズ
貸会議室などの施設内部の360度画像を連続的に表示する事で、疑似体験できるガイド
サービスです。同施設での複数レイアウトにも対応が可能で、施設レイアウト図等との連携し
た画像表示が出来ます。

IoT

株式会社両備システムイノベーションズ
一人暮らしの高齢者や、認知症を患っている方をターゲットとしたGPS居場所探知システムを
ご紹介します。

IoT
ビーコンとスマホアプリで大学と受験生をつなぐ！
桜Campus
ピープルソフトウェア株式会社

法人向け新パソコン
34インチ湾曲ディスプレイ

入学希望者への各種情報配信はもちろんのこと、イベントの来場管理ができます。プッシュ通
知を使って入学希望者をを継続してフォローでき、単なる情報配信だけではないアプリサービ
スとなっています。

2018年に発表された新製品をご紹介。34インチ湾曲ディスプレイも展示しております。

働き方改革
富士通株式会社

会場のご案内
〒700-0984
岡山市北区桑田町1-13
Tel：086-223-8100(代)
電車をご利用の方
●JR岡山駅下車東口より徒歩約7分
お車をご利用の方
●岡山ICから約20分

会場QRコード

※お車でお越しの場合は、施設内の駐車場を
ご利用ください。(約80台)
ただし、台数に限りがありますので、満車の場合は
あらかじめご了承ください。

出展企業一覧(五十音順)
●
●
●
●
●
●
●

株式会社カイタックホールディングス
株式会社システムズナカシマ
株式会社システムタイズ
ピープルソフトウェア株式会社
株式会社藤山電気工学社
扶桑電通株式会社
株式会社両備システムイノベーションズ

●
●
●
●

PFU西日本株式会社
株式会社富士通エフサス
富士通コワーコ株式会社
株式会社富士通パーソナルズ

● 富士通株式会社
● 株式会社富士通マーケティング

※講演(セミナー・特別講演)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」までお越しください。
※クールビズ(ノー上着、ノーネクタイ)でお越しください。

ご案内担当

お問い合わせ

富士通ソリューションフェア2018 in Okayama事務局
e-mail：fjm-okayama_event@dl.jp.fujitsu.com

富士通株式会社 岡山支店 担当 宮田
株式会社富士通マーケティング 中四国BP推進部 担当 内藤、黒郷
〒700-8575 岡山市北区磨屋町10-12 交通オアシスビル
TEL：086-226-2211（受付時間9:00～17:30）
※掲載されている内容は、予告なく今後変更される場合があります。
※掲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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