
Fuji Xerox Niigata 
Solutions & Services Fair 2016
生産性向上に向けたフレキシブルな働き方

日 時：2016年
10:00～17:30

会 場：朱鷺メッセ (新潟コンベンションセンター) 3F・4F
〒950-0087 新潟市中央区万代島6番1号

参加無料／事前登録制

11月15日(火)・16日(水)



テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

開催にあたり

11/15(火) 13:30 – 15:00 開場13:00 定員300名

スターバックスコーヒージャパン(株)

CEOとして、「100年後も輝くブラン

ド」に向けて、安定成長へ方向修正。

ANAとの提携、新商品VIAの発売、店舗内Wi-Fi化、価格改定

の実行など次々に改革を実行し、業績を向上。日本に数少な

い“専門経営者”として確固たる実績を上げました。

「日経ビジネスアソシエ」創刊編集

長を6年務め、経済・経営誌「日経

ビジネス」の発行人などを経て2014

年、日経BP社を退社し、独立。

経済・経営やスキル&キャリアアップ、メディア論について

の執筆活動を行う一方、テレビ、ラジオでコメンテーターを

務める。作家として情報ミステリーも執筆。

リーダーシップコンサルティング代表
元スターバックスコーヒージャパン
代表取締役最高経営責任者

岩田 松雄 氏

ミッション経営
～リーダーシップの原点に戻る～

15A-1 11/16(水)13:30 – 15:00 開場13:00 定員300名

経済ジャーナリスト・作家
大正大学客員教授

渋谷 和宏 氏

日本経済の行方
～これから輝く組織・輝く人は～

16A-1

■職歴・経歴

1982年 日産自動車入社。製造現場、セールスマンから財務

に至るまで幅広く経験し、社内留学先のUCLAビジネススクー

ルにて経営理論を学ぶ。帰国後は、外資系コンサルティング

会社、日本コカ・コーラビバレッジサービス常務執行役員を

経て、2000年 （株）アトラスの代表取締役に就任。3期連続

赤字企業を見事に再生。

2005年 「THE BODY SHOP」を運営する（株）イオンフォレ

ストの代表取締役社長に就任。店舗数を107店から175店舗に

拡大、売上げを約2倍に。伝説の創業者、アニータ・ロ

ディックからの信頼も厚かった。

2009年 スターバックスコーヒージャパン（株）のCEOに就任。

「100年後も輝くブランド」に向けて、安定成長へ方向修正。

ANAとの提携、新商品VIAの発売、店舗内wifi化、価格改定の

実行など次々に改革を実行し、業績を向上。日本に数少ない

“専門経営者”として確固たる実績を上げる。

2011年 リーダーシップコンサルティング設立。 UCLAより

Alumni 100 Points of Impactに選出される（歴代全卒業生

37000人から100人選出。日本人は合計4名）。

■職歴・経歴

1959年12月8日、横浜生まれ。法政大学経済学部卒業。
1984年4月、日経BP社入社。日経ビジネス編集部にて経済記
者として企業戦略、環境問題、マクロ経済などの分野で取

材・執筆活動を行う。

1998年3月、日経ビジネス編集副編集長就任。日経ビジネス
副編集長としてのデスク業務と並行して、20代～30代向けの
別冊ムック企画を担当。その経験をもとに、2001年9月から
「日経ビジネスアソシエ」開発兼務。

2002年4月に「日経ビジネスアソシエ」を創刊し、編集長に
就任。

2003年6月「日経ビジネスアソシエ」の刊行を月刊から月2回
刊に。

2006年4月18日号では10万部を突破（ABC公査部数）。
2008年1月1日、ベンチャー・サービス局長に就任、日経ベン
チャー、日経エコロジーなどの発行人を務める。

2010年1月1日、ビジネス局長に就任、日経ビジネス、日経ビ
ジネスオンライン、日経ビジネスアソシエなどの発行人を務

める。

2011年7月1日、統合コンテンツ局長に就任、日経BPネット
の発行人などを務める。

2014年4月1日、日経BP社を退社し、独立。

基調講演 会場 朱鷺メッセ4F マリンホール

※Information and Communication Technology(インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー)の略

拝啓 貴社ますますご盛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。

企業内の多くの分野でICT※が活用され、様々な取り組みが

進められている現在にあっても、企業の成長を支えるカギは

お客様満足（CS）にあります。CSを高める大きな要因とし

て従業員満足（ES）度に注目し、それを重要な経営指標と

されている企業様も多く見受けられます。

社員ひとりひとりがプロとしての誇りを持ち、成長を実感

し、いきいきと仕事ができる環境を創出できれば、ESのみ

ならず企業全体の生産性も大きく改善されることでしょう。

このたびご案内するイベントでは、「生産性向上に向けた

フレキシブルな働き方」をテーマに据えました。フレキシブ

ルな働き方とは何か、それを支援するICT活用とは何か、

皆様とともに考える場とすべく、弊社の言行一致事例や提供

ソリューションで実現する業務プロセス改善などをご紹介

します。

お忙しい折とは存じますが、是非ともご来場賜りたくご案

内申し上げます。

敬具



テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

展示・デモコーナー 会場 朱鷺メッセ3F 301・302-B 10:00 - 17:30

会場案内図 駐車場

●朱鷺メッセ駐車場Dをご利用ください。
●駐車場Dが満車の場合、駐車場Eをご利用ください。
●ホテル日航新潟の地下駐車場と駐車場C（おもいやり駐車場）ご利用いただけません。予めご了承ください。

●朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）
〒950-0078 新潟市中央区万代島6番1号

会場・アクセスのご案内 日時：2016年11月15日(火)・16日(水) 会場：朱鷺メッセ3F・4F

複合機活用ゾーン

業務のお困りごと解決に役立つ仕組みが満載！

複合機の｢もっと便利で簡単な｣使い方をご紹介

DocuWorks活用ゾーン

DocuWorks8の便利な機能を多数ご紹介！

DocuWorks体感コーナーをご用意。自由に操作をお試し

いただけます。

ICT ゾーン

いつでもどこでも、簡単で安全に利用できるICT環境ソ

リューションをご紹介しています。

ものづくりゾーン

文書の電子化をはじめ、情報の管理・共有・伝承など。

ものづくりに携わる方必見のソリューションの数々を

ご紹介しています。

プリント・オン・デマンドゾーン

オンデマンド印刷を使った販売促進ツールを多数ご用

意しています。

画質はもちろん、優れた生産性・効率性を携えた実機

実演をご覧いただけます。

その他、各種ベンダー展示等 多数ご用意しております。

『生産性向上に向けたフレキシブルな働き方』をテーマにお客様の問題解決になる展示をご用意いたしました。

ぜひ会場で、私たちと一緒にお客様の“目指す姿”をご体感ください。

フレキシブルな働き方とは？ ぜひご体感ください。

複合機

活用

DocuWorks

活用

もの

づくり

POD

ICT

マイ

ナンバー

マイナンバーゾーン

2016年1月から、税や社会保障の手続きで対応すること

が義務付けられたマイナンバー制度。

人事総務部門の方は年末調整時、経理部門の方は支払調書

作成時のガイドラインに沿ったご対応はもうお済みでしょ

うか？

マイナンバーを収集・保管・利用・廃棄にあたり、お困り

の事がありましたら、ぜひ各種ブースをご覧ください。



サイボウズ株式会社

営業本部 パートナー営業部 第3グループ

グループ長

浜田 崇 氏

「kintone」は、業務に必要なシステムを自由に作れるクラウド

サービスです。日報・案件管理・交通費申請・アンケートなど

様々な用途で活用できます。本セミナーではデモンストレー

ションを交えてご紹介いたします。

業務改善クラウドサービス「kintone」

13:00～14:00 受付開始 12:5015C-2

テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

セミナープログラムガイド 11月15日(火)

さくら中央税理士法人

代表税理士

安田 信彦 氏

株式会社メディカルトラスト

アウトソーシング事業部 チーム長

新井 周平 氏

富士ゼロックス株式会社

人事部 ダイバーシティ推進マネジャー

萩原 智子

「ひとを活かす富士ゼロックスの企業風土改革」

～女性活躍とダイバーシティ推進～

富士ゼロックスでは、「性別・年齢・国籍・障害の有無・LGB

T」といったことだけでなく、一人ひとりが持つ多様な「個性」

を尊重し、受け容れ、活かす職場風土を醸成することで、組織

を活性化し、結果として、多様性に富む発想や能力をお客様へ

の提供価値に繋げていくことを目指しています。女性の活躍推

進や働き方変革を中心に、弊社のダイバーシティの事例をご紹

介します。

ストレスチェック課題と対策。

2015年12月に施行されたストレスチェック制度の流れやルール

の解説。また、企業がその準備と運用に際して何に気をつけて

何を行えばよいのか、的を絞ってお話しいたします。

2016年1月から施工された改正電子帳簿保存法により、領収書・

請求書等のスキャナー保存に関する規制が大幅に緩和されてい

ます。これにより、企業の文書管理・事務の効率化はどこまで

進むのか？スキャナー保存された電子データを扱うためのプラ

ットフォームになるDocuWorksについて、DocuWorksが業務の

基幹システムでオフィスのペーパーレス化をライフワークのひ

とつとしているさくら中央税理士法人 代表税理士 安田信彦

氏がわかりやすく説明します。

http://www.ysd21.com

ストレスチェック制度の理解と

企業に必要な対応

●講師プロフィール

IT関連企業でアメリカ、中国の駐在中に現地法人の立上げと運営、人事

労務管理を10数年間にわたり行った経験を活かして、2010年に（株）

メディカルトラストに入社。チーム長として、数十の企業の人事労務担

当者と産業医との間に立って、日々困難な業務にあたっている。

10:30～11:30 受付開始 10:2015B-1

13:00～14:10 受付開始 12:5015B-2

15:20～16:50 受付開始 15:1015B-3

富士ゼロックス株式会社
ソリューション・サービス開発本部

森村 貴志

富士ゼロックス関東株式会社

プロダション・サービス営業部

芝原 優作

富士ゼロックス株式会社

営業計画部復興推進室

中川 愼一

来るべき大災害に備えましょう

そのためのBCP（事業継続計画）は必須です！

東日本大震災後、日本列島は自然災害が多く発生しております。

その中でも、特に地震に関しては首都直下地震、南海トラフ

地震、東日本大震災の最大余震の発生が心配されており、最近

では火山の爆発、特に富士山、箱根連山、阿蘇山、桜島、蔵王、

吾妻山が注目されています。

また、熊本地震では断層を起因とした震度7の地震が2回発生し、

過去の経験則では対応できない状況になってきております。

事が起きてからでは遅すぎます。大災害が発生する前にみんな

で備えましょう。

「印刷物のコストを見直したい」、「もっと効果的な販促物を

作りたい」。これらの解決方法のひとつである、オンデマンド

プリンターの活用方法をご紹介いたします。

第一部：印刷物の内製化事例のご紹介

第二部：顧客データ分析結果に基づいた販促手法のご紹介

オンデマンドプリンターによる

印刷コスト削減と販促活用例のご紹介

おすすめ

経営層

総務部責任者/担当者 および 販促部門責任者/担当者

10:30～12:00 受付開始 10:2015C-1

14:30～15:30 受付開始 14:2015C-3

領収書・請求書をDocuWorksで保存！
消費税軽減税率を見据えた

新電子帳簿保存法徹底解説

■ものづくり ■POD ■複合機・DocuWorks ■ICT ■その他講演 ■基調講演

おすすめ

すべての業種のお客様

おすすめ

経営層
おすすめ 経営層

おすすめ

経営層

総務部責任者/担当者 および 販促部門責任者/担当者

おすすめ

総務責任者・担当者のお客様

総務人事責任者・担当者のお客様
事業責任者・担当者のお客様



株式会社JSS 

代表取締役社長

秋田 叔之 氏

クラウドを活用した営業支援システムは、この10年で導入単価

が大きく下がりました。今や中小企業を含めた多くの企業が

採用し、様々な成功事例がメディアでも取り上げられています。

本セミナーでは世界シェアNo.1を誇るセールスフォース・ドッ

トコム社の営業支援システムを活用した成約率を高める営業

組織構築の秘訣を、ポイントを絞ってわかりやすく紹介します。

世界シェアNo.1営業支援システム
– SFA – のご紹介
～セールスフォース新潟初上陸～

15:10～16:10 受付開始 15:0015D-3

富士ゼロックス神奈川株式会社

ＳＢ営業部ＳＳサポート一課

藤掛 浩

成功事例に学ぶ！～DocuWorks活用術～
「目に見える効果」が出るオフィスの課題解決

山のようなPDF､管理も大変だし､加工もできないから面倒！FAX

の紙､もったいない！判子､PCの上で押せればいいのに！

ご導入いただき、ご活用いただいているDocuWorksがもたらす

｢効果/効用｣を、解り易く｢使用前/使用後｣でご紹介します。

御社での業務課題解決を明確にイメージいただくことができる

セミナーです。ぜひ、多くの部門の皆さんでご確認ください！

おすすめ

すべての業種および業務課題をお持ちの方

13:40～14:40 受付開始 13:3015D-2

富士ゼロックス関東株式会社

広域マーケティング部

古川 多市

オフィスの身近なところに溢れている業務のお困りごと、

「いつものやり方だから」とそのまま見過ごしていませんか？

実はそのお困りごとが企業成長を阻む一因になっているかも

しれません。複合機とDocuWorksなら小さく始めて、改善効果を

実感していただくことができます！

今回は、デモンストレーションを交えながら、業務改善例を

ご紹介いたします。

複合機を活用して身近な業務から改善してみませんか？

～複合機とDocuWorksで踏み出す業務改善の第一歩～

11:30～12:30 受付開始 11:2015D-1

テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社シマンテック

ソリューションパートナー営業部

シニアアカウントマネージャー

鴫原 祐輔 氏

SecurityInsight
～攻撃への対応力を

強化するために知っておくこと～

昨今、ますます高度化・複雑化するサイバー攻撃に対して従来

の防御主体のセキュリティ対策に限界が生じています。

本講演では国内だけでなく海外における事例を交えながら、

最新の脅威動向について紹介します。そして、国内で猛威を

振るう「ランサムウェア」へフォーカスを当てて対応力を強化

するための対策手段についてもご紹介します。

16:00～17:00 受付開始 15:5015C-4

富士ゼロックス新潟株式会社

マーケットサポート部 営業推進グループ

後藤 歩美

毎年ご好評いただいておりますDocuWorksの基本的な操作を

ご理解いただける教室です。実際にパソコン操作しながら学習

いたします。DocuWorksを使っているものの、ちょっとしたこと

がわからない・・・こんな使い方もあったんだ！と発見のある

内容です。

DocuWorksスクール 初級

10:20～11:20 受付開始 10:1015E-1

富士ゼロックス関東株式会社

広域マーケティング部

横井 佑未子

DocuWorksDeskにあるワンクリックで便利な機能が呼び出せる

「プラグインボタン」を活用事例を交えてご紹介します。

実際の操作を交え、わかりやすくお伝えします。初心者の方も

安心してご参加ください。導入をご検討中の方も必見です。

プラグインボタンが御社の業務効率化をサポートします。

今の業務がもっとラクになる！

DocuＷorks8の便利な機能と活用法

おすすめ

すべての業種のお客様

DocuWorks未使用・ご検討中のお客様

DocuWorksをScan機能中心にお使いのお客様

おすすめ

これからDocuWorks購入を検討されているお客様

DocuWorksをお使いのお客様で基本的な操作を知りたい

お客様

15:30～17:00  ※定員10名 受付開始 15:2015E-2

■ものづくり ■POD ■複合機・DocuWorks ■ICT ■その他講演 ■基調講演

おすすめ

すべての業種のお客様

おすすめ

情報システム責任者・担当者のお客様

おすすめ

すべての業種のお客様



13:10～14:10 受付開始 13:0016C1-1

ソフトバンク コマース＆サービス株式会社

Office 365 相談センター

鈴木 翔美 氏

ソフトバンクC&SがおすすめするWindows 10 とOffice 365の最新

情報。なぜ、いま様々な企業に選ばれているのか？その理由も

お伝えします！

最新！Office 365 ×Windows 10
ワークスタイル変革セミナー

サイボウズ株式会社

社長室 フェロー

野水 克也 氏

100人いれば100通りの働き方を目指すサイボウズ。多様性を

認め、変化の激しいビジネス環境にあって成長を続けるために

選んだ戦略とは？働くビジネスマンにこれからの時代を生き

残るためのチャレンジングな事例をご紹介いたします。

5年間で離職率を1/5以下に減少！
ワークスタイル変革事例

13:00～14:00 受付開始 12:5016B-2

テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

セミナープログラムガイド 11月16日(水)

富士ゼロックス株式会社

ソリューション・サービス開発本部

萩野 賢

株式会社オービックビジネスコンサルタント

営業本部 東日本営業部 関東営業所

リーダー 川口 実穂 氏

マイナンバーの本格運用が迫る！

どうする！？年末調整への備え

マイナンバーを利用した年末調整業務が迫ってまいりました！

今年の年末調整業務には、番号利用の影響で多くの業務が追加

されるため、負担を増やさずに安全に番号を利用することが

重要です。

本セミナーでは、マイナンバーを取り扱う際の注意点などに加

え、年調申告書への番号利用や取扱履歴の記録、安全な申告・

申請までの全ての業務への備えを実務に沿った形でご紹介いた

します。

小ロット印刷で粗利を確保するには業務効率化が必要です。

効率的な業務のあり方は、仕事の内容や所有する設備によって

異なります。３つのデジタル印刷ワークフロー「センターRIP

連携」「JDF連携」「Free Flow Core」を紹介し、その使い分けに

ついて既存の仕事内容/設備を切り口に解説します。

第一部：3つのワークフローソリューションとその使い分け

第二部：富士ゼロックスの今後のソリューション展開をご紹介
※機密保持契約者対象

最新デジタル印刷ワークフローのご紹介

おすすめ

経営層

生産部門責任者

11:00～12:00 受付開始 10:5016B-1

14:30～15:30 受付開始 14:2016B-3

富士ゼロックス関東株式会社

広域マーケティング部

横井 佑未子

アンテナハウス株式会社

営業部 S1営業グループリーダー

益田 康夫 氏

電子帳簿保存法4条3項「スキャナ保存」制度の最新動向

スキャナ保存対応アプリScanSaveの導入事例

DocuWorks連携による実践ソリューションのご紹介

どのような業務にも「人による確認や判断が必要なプロセス」

があります。これを改善しなければ、IT導入で業務をシステム化

しても十分な効果は見込めません。

ドキュメントハンドリング・ソフトウェアDocuWorksの活用で、

業務プロセス全体を最適化し生産性向上につなげるノウハウを

事例やテクニックを豊富に交えながらご紹介します。

DocuWorksソリューションで今日から取り組む
ワークスタイル変革

16:00～17:00 受付開始 15:5016B-4

14:40～15:40 受付開始 14:3016C1-2

証憑書類の電子化と原本廃棄を実現する

「スキャナ保存」制度の最新動向

～新スキャナ保存で何が緩和され、

どう変わったのか～

■ものづくり ■POD ■複合機・DocuWorks ■ICT ■その他講演 ■基調講演

おすすめ

全ての業種

DocuWorksの基本機能を中心にお使いのお客様

DocuWorksをもっと活用したいと考えているお客様

おすすめ

全ての業種

おすすめ

全ての業種

情報システム責任者・担当者のお客様

おすすめ

全ての業種

おすすめ 全ての業種

経営層

総務責任者・担当者のお客様



テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ものづくり ■POD ■複合機・DocuWorks ■ICT ■その他講演 ■基調講演
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11月16日(水)
A B C1-1 C1-2 D E

会場 4Fマリ
ンホール

302-A 303 304 305 306

定員 300名 60名 25名 25名 25名 25名

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

【基調講演】

日本経済

の行方

～これから

輝く組織・

輝く人は～

13:30-15:00

16A-1

11月15日(火)
A B C D E

会場 4Fマリン
ホール

302-A 303・304 305 306

定員 300名 60名 60名 25名 25名

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

大手営業部 大手営業1課

セミナータイムスケジュール

【基調講演】

ミッション

経営

～リーダー

シップの原点

に戻る～

13:30-15:00

15A-1

｢ひとを活かす

富士ゼロックス

の企業風土改

革｣～女性活躍

とダイバーシ

ティ推進～

10:30-11:30

15B-1

ストレスチェッ

ク制度の理解と

企業に必要な対

応

13:00-14:10

15B-2

領収書・請求書

をDocuWorks
で保存！

消費税軽減税率

を見据えた新電

子帳簿保存法徹

底解説

15:20-16:50

15B-3

来るべき大災害

に備えましょう

そのためのBCP
（事業継続計

画）は必須で

す！

10:30-12:00

15C-1

5年間で離職率
を1/5以下に減
少！ワークス

タイル変革事

例

13:00-14:00

16B-2

企業内印刷物

の効率化と最

大化

14:30-15:30

15C-3

世界シェアNo.1
営業支援システ

ム-SFA-のご紹
介

15:10-16:10

15D-3

複合機を活用し

て身近な業務か

ら改善してみま

せんか？

11:30-12:30

15D-1

成功事例に学

ぶ！～DW活用
術～「目に見え

る効果」が出る

ｘオフィスの課

題解決

13:40-14:40

15D-2

DW8の便利な機
能と活用法

10:20-11:20

15E-1

※定員10名
DocuWorks
スクール

中級

15:30-17:00

16E-2
※定員10名
DocuWorks
スクール

初級

15:30-17:00

15E-2

マイナンバー

の本格運用が

迫る！どうす

る！？年末調

整への備え

11:00-12:00

16B-1

業務改善クラウ

ドサービス

「kintone」
13:00-14:00

15C-2

最新デジタル

印刷ワークフ

ローのご紹介

14:30-15:30

16B-3

証憑書類の電

子化と原本廃

棄を実現する

「スキャナ保

存」制度の最

新動向

16:00-17:00

16B-4

DocuWorks
ソリューショ

ンで今日から

取り組むワー

クスタイル変

革

14:40-15:40

16C1-2

最新！Office 
365 ×Windo
ws 10ワーク
スタイル変革

セミナー

13:10-14:10

16C1-1

複合機を活用

して身近な業

務から改善し

てみません

か？

11:20-12:20

16C2-1

現場力強化！

技術・技能伝

承の取り組み

事例のご紹介

13:00-14:00

16D-2

成功事例に学

ぶ！～DW活
用術～「目に

見える効果」

が出るｘオ

フィスの課題

解決

10:00-11:00

16D-1

富士ゼロック

スの改善事例

と社内での言

行一致活動の

ご紹介

14:40-15:40

16D-3

在庫管理の重

要性と具体的

な事例

15:10-16:10

16C2-2

<K-2>

■ものづくり ■POD ■複合機・DocuWorks ■ICT ■その他講演 ■基調講演

SecurityInsight
～攻撃への対応

力を強化するた

めに知っておく

こと～

16:00-17:00

15C-4


