富士通
ソリューションフェア
2019
in Okayama

2019 年 7 月 17 日(水)
11:00～17:30(受付開始 11:00～)

ホテル メルパルク岡山
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/190717/
お申し込み期間

2019年6月12日(水)より7月15日(月)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2019 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
2019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

中原 啓介
友重 善行

講演(定員150名)
基調講演

14:00
～

15:30

デジタルネイティブと先進企業に学ぶDXの進め方
～2025の崖を跳び越えろ！～

ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるデジタルトランスフォーメーション(DX)。
一方で2025年には、経営・人材・技術など様々な面で課題を克服しなければならず、DXによる変革が求
められるといわれています。本講演では、これらの問題についてIT企業・ユーザ企業・コンサルティングそれぞ
れの視点から解りやすく気づきをご紹介します。
株式会社アイ・ティ・アール 会長／エグゼクティブ・アナリスト

内山 悟志 氏

株式会社メルカリ IT戦略室 室長

成田 敏博 氏

株式会社富士通総研 エグゼクティブコンサルタント

柴崎 辰彦

特別講演

アスリート、会社員になる

プロフィール

16:00
～

17:00

17:30
～

18:30

1989年7月13日 福島県生まれ。福島県立いわき総合高等学校、
東洋大学を卒業し、富士通株式会社へ入社。東洋大学時代
(2008年～2011年)に箱根駅伝で三度の総合優勝に貢献し、4年
連続5区区間賞を獲得すると同時に、4年次には主将としてチームを
優勝に導き、”新 山の神”として一世を風靡。卒業後は富士通陸上
競技部にて活動し、2017年3月31日をもって現役引退。現在は、
同社企業スポーツ推進室に所属し、スポーツ活動全般への支援、
地域・社会貢献活動などを担当し、幅広く活動している。

懇 親 会

©FUJITSU SPORTS/NANO association

富士通株式会社
人事本部 企業スポーツ推進室

柏原 竜二

展示／デモ(11:00～17:30)
コネクテッドカーで進化するモビリティサービス

Fujitsu Selection
先進技術
富士通株式会社

公共交通手段の確保が困難な地域において、コネクテッドカーにより需要に応じ乗合も含め
た最適な配車が可能となる、富士通のオンデマンド交通サービスをご紹介します。

点検ドローンと3D技術によるデジタルメンテナンス

IoT
富士通株式会社

Partners Selection

つながる手のひらで実現する
業務効率化と顧客体験向上

IoT

富士通株式会社
PCログオンや入退室管理などのセキュリティ強化を目的とした利用や、財布やカードを持たず
に決済できる手ぶら決済のデモ展示など、様々な分野へつながる「手のひら静脈認証」の活
用イメージをご紹介します。

点呼支援で働き方改革と安全対策を実現

AI
富士通株式会社

インフラ構造物の精緻な点検画像を撮影するドローンと、画像からの損傷抽出の自動化・デ
ジタル記録によって、損傷情報や部材情報など、構造物に係る情報をわかりやすく一元管理
します。

運送業における点呼業務をロボットAIプラットフォームとuniboにて本人認証をはじめ、専用の
アルコールチェッカーやIC免許証リーダと連携した確認業務を行います。

5G for NEW REAL
~5G時代のこれからのリアルを~

AI活用で実現する新しい「働き方改革」

5G
富士通株式会社

AI
富士通株式会社

自社専用の5G環境を構築できるローカル5Gや、次世代モビリティを支える分散ICTの技術、
次世代コンテンツ流通を支えるリッチコンテンツクラウドなど、5G時代を支える富士通のテクノロ
ジーをご紹介します。

AIを活用した新サービス「FUJITSU Workplace Innovation Zinrai for 365 Dashibord」による
業務可視化と、デジタルアシスタントを活用した富士通の生産性向上に向けた取り組みにつ
いてご紹介します。

デジタル革新を実現する
FUJITSU Digital Transformation Center

地域一体型協業サービス -SmaSpo@-

デザイン思考

富士通株式会社
FUJITSU Digital Transformation Centerは、デジタル革新に向けたワークショップ空間です。
AI/IoTをどのようにビジネスに活用すればよいか分からないお客様に向け、ワークショップでの
アイデア発想により解決を図る進め方やその効果についてご紹介します。

AI

会議録作成って手間?AIでらくらく支援!

富士通株式会社
従来、文字起こし作業には膨大な時間と労力を要しましたが、富士通独自のAI技術と専用
エディターによって、例えば新入社員でも短時間に簡単に会議録の作成が可能となります。
より生産性の高い仕事へ集中できるようになります。

フィールド・イノベーションによる
働き方改革の進め方

働き方改革

富士通株式会社
働き方改革は、現場の知恵が融合することで飛躍的に加速します。本展示では、フィールド・
イノベーションによる現場の可視化と、現場の人たちの知恵により業務革新を達成した事例を
ご紹介します。

スポーツ

VRスポーツ競技体験

株式会社PFU

棒高跳・BMX・パラ陸上(車いすレーサー)の3競技を、大迫力の360°VR動画にて紹介します。
本物のアスリート目線で、競技の迫力やスピード感をお楽しみいただけます。

ペーパーレスから始まるデジタルワークプレイス

働き方改革
株式会社PFU

「ペーパーレスは働き方を変える。」私たちが社内実践から感じたことです。本展示では、デジ
タルワークプレイス実現へのスタートとなる「オフィスのペーパーレス化」をご案内します。

チャットを活用した24時間365日自動回答環境
AI
スマートコンタクトサービス
株式会社富士通エフサス
スマートコンタクトサービスでは、チャット機能を利用した問合せ相談の自動化、24時間365
日の自動応答を導入から運用まで一括でお任せ頂くことで、情報システム部門の業務効率
化と利用者の利便性向上をご支援します。

現場が”みえる”位置情報で業務を支援

IoT
株式会社富士通パーソナルズ

ー屋内屋外位置情報ソリューションー
人・車両・モノの動きをBLE Beacon×スマートフォンを活用し位置測位。動きを可視化し、
今まで把握できていなかった業務実態の見える化を実現できます。

FUJITSU Enterprise Application
AZCLOUD SaaS まるっと Office 365

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を月額型でご提供させて頂きます。展示では
Microsoft Teamsを利用した円滑なコミュニケーションをご体感頂くことが可能です。

防犯予測システム DEFENDER-X

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。

紙図面をデジタル化し一元管理
図面を素早く検索

働き方改革

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。

AI×ソリューション
AI×図面／AI×拾いの匠／AI×検品

AI

株式会社システムズナカシマ
CAD開発35年のノウハウとAIを組み合わせることにより紙図面内部の部材認識を可能にし、
部材を図面から拾い出し・集計を行うシステム。少ない学習データで対象物を識別・認識
するモデル構築をご紹介します。

スポーツ

富士通株式会社
競技団体・クラブチーム・イベント主催者向け協業型事業支援サービスです。ステークホル
ダーをスポーツ軸でつなぎ、競技者やファンエクスペリエンスの向上、企業マーケティング支援な
ど、地域活性化を実現します。

VRを活用した近未来のネットショッピング

IoT

富士通株式会社
VRコンテンツで提供する仮想世界とeコマースを連携した、新たなeコマースを体験いただきま
す。仮想世界での体験をコンテンツマーケティングとして活用し、そのまま購入へつなげる購買
導線作りをご紹介します。

IoT

つながるものづくりを支える基盤

富士通株式会社

人・もの・企業・ものづくり現場をつなぐことで新しい価値を生み出す「COLMINA」について、現
場からのデータ収集方法、データ活用方法を中心にご紹介します。

富士通PCでビジネスをより快適に

働き方改革

AI-OCRによる入力業務の省力化

AI

富士通株式会社
タブレットの便利さとモバイルPCの快適さを持ち合わせた2in1、世界最軽量ペン内蔵スリムコ
ンバーチブルノートPCを発表しました。薄・軽で頑丈な富士通製PCは、外出先でも快適なモ
バイルワークを実現します。

株式会社PFU
膨大な紙文書処理業務の自動化・省力化が重要な課題となっています。Zinraiの手書文
字列認識技術を活用したPFU Smart Capture Service(PSCS)とRPA、最新イメージスキャナー
による事務処理業務の省力化をご紹介します。

60％削減も！
富士通の経費削減・業務効率化サービス

働き方改革

FUJITSU Cloud Service
AZCLOUD IaaS ファイルサーバ

働き方改革

お手軽リモートアクセスソリューション

働き方改革

富士通コワーコ株式会社
富士通グループ内実践と1670社の導入で培った経費関連の調達業務効率化やコスト削減
の知見を活かし、成果報酬型のコスト削減コンサルとクラウドの調達システムを通じて、経費
のトータルコスト削減に貢献します。
株式会社富士通マーケティング
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。ファイル転送機能も持っており、大容量ファイルのやり取りにも
利用可能です。
株式会社富士通マーケティング
デバイスにインストールするだけでいつでも、どこでも、オフィスやクラウド環境へ安全に接続が
可能なVPNソフトウェアです。ワンクリック接続で操作に不慣れでもストレスなく利用することが
可能です。

モバイル活用！
文化観光ガイド・大学情報配信サービス

IoT
I0T
ピープルソフトウェア株式会社

ミュージアム・工場見学・観光・大学でご活用頂けるスマホアプリを紹介します。
ICOM KYOTO 2019 (国際博物館会議京都大会)様、龍谷大学様の実例と製品デモンスト
レーションで紹介します。

IoTで車両運行のコストを削減する
車両管理システム

IoT

株式会社両備システムイノベーションズ
社用車の予約から運行管理、車両整備まで行えるクラウドシステムです。IoTセンサーを車両
へ取り付けることで、帰着遅延の自動予測や車両稼働率の可視化を行い、社内の適正車
両台数を見積もることができます。

カイタック社内における
RPA活用事例のご紹介

IoT
株式会社カイタックホールディングス

カイタック社内でのRPA導入事例をご紹介します。導入検討から運用までのポイントと、具体
的にどんな業務で利用し、作業時間・工数が削減出来ているかをわかり易く、ご説明します。

会場のご案内
1F
喫煙コーナー

基調講演
特別講演
会場

総合受付

展示会場

クローク

商談
コーナー

フロント

アンケート回収

EV

EV

正面玄関

3F

懇親会
会場
EV

EV

喫煙コーナー

会場へのアクセス
〒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
ピープルソフトウェア株式会社
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

●
●
●
●

株式会社PFU
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(基調講演・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2019 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。
SF2019OKAYAMA_M_V1.3

富士通
ソリューションフェア
2019
in Okayama

【展示会場】

デジタル革新を実現する
FUJITSU Digital Transformation Center
「ワークショップ体験会」のご案内

2019年7月17日(水)
ホテル メルパルク岡山

FUJITSU Digital Transformation Center( 東京・大阪)は、デジタル革新に向けたワークショップ空間で
す。AI/IoTをどのようにビジネスに活用すればよいか分からないお客様に向け、ワークショップでのアイデア
発想により解決を図る進め方やその効果についてご紹介します。
特に今回は、多くのお客様にご好評をいただいております「デジタルワークショップ」の手法もご体験いただ
けます。事前に予約いただきますと、当日のご案内がスムーズですので、ぜひご検討ください。
●所要時間 ： ２０分目安

●定員 ： １～３名 ※それ以上の場合でもご相談ください。

※写真はイメージです。

 お申し込み
体験会は、弊社担当営業への事前申込制（先着順）となっております。
ご希望の方は、お申込用紙(裏面)にご記入の上、弊社担当営業までお問合せ願います。
①11：30 ～ 11：50
②12：30 ～ 12：50
③13：30 ～ 13：50

④14：30 ～ 14：50
⑤15：35 ～ 15：55
⑥16：30 ～ 16：50

 富士通ソリューションフェア2019 in Okayama について
ネットで検索

Copyright 2018 FUJITSU LIMITED

富士通イベント・セミナー

デジタル革新を実現する FUJITSU Digital Transformation Center
申込締切：
「ワークショップ体験会」申込書
7月10日(水)24:00
■お申込み方法：
①「富士通ソリューションフェア2019 in Okayama」へお申込み
まずは、下記申込サイトより、フェアへお申込みください。

http://www.fjm.fujitsu.com/events/190717/
●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、予めご了承ください。
Web申込QRコード

②デジタル革新を実現する FUJITSU Digital Transformation Center 「ワークショップ体験会」お申込み
下記個人情報の取扱いに同意の上、必要事項をご記入いただきご連絡をお願いいたします。

送付先 E-mail: fjm-okayama_event@dl.jp.fujitsu.com
※ メール送付の際は、タイトルへ 「ワークショップ体験会申込」とご記入の上、メール本文へ
ご参加者情報:貴社名/部署名・役職/氏名/電話番号/E-mailをご記入し、上記メールアドレスへご送付ください。
担当営業へお渡しいただいても結構です。

※印は必須 先着順となりますが、時間帯は追ってご連絡させていただきます。

体験会時間帯
①11：30 ～ 11：50
②12：30 ～ 12：50
③13：30 ～ 13：50
※ご希望時間枠

（ふりがな）

第一希望

第二希望

上記時間帯より
番号を選択ください

※貴社名

※

④14：30 ～ 14：50
⑤15：35 ～ 15：55
⑥16：30 ～ 16：50

TEL

FAX
※

部署名/ご役職

（ふりがな）
※

お名前

※

E-Mail

【お客様の個人情報の取扱いについて】
お申し込みいただきましたお客様の個人情報は、富士通株式会社と株式会社富士通マーケティングが共に以下の目的で利用させていただきます。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・イベント、セミナーの開催情報や製品、サービス情報のご案内 以上の目的のために、富士通株式会社
および株式会社富士通マーケティングから富士通グループ会社／パートナー企業に対して、契約により適切な管理を義務付けた上で、E-mail等で提供することがございます。また、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ポリシー、および株
式会社富士通マーケティングの個人情報保護ポリシーに基づき、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、以下お問い合わせ先までご連絡ください。
株式会社富士通株式会社の個人情報保護ポリシーhttp://jp.fujitsu.com/about/compliance/privacy/富士通マーケティングの個人情報保護ポリシーhttp://www.fjm.fujitsu.com/policy/

ご案内担当

お問い合わせ

富士通ソリューションフェア2019 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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