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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)フロアーガイド
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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
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介
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整への備え

11:00-12:00

16B-1

業務改善クラウ
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最新デジタル

印刷ワークフ

ローのご紹介

14:30-15:30
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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
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DocuWorks
ソリューショ
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革
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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
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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

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



株式会社日立パワーソリューションズ

生産計画パッケージ『Joy Scheduler』で計画

見直しも容易に。

図面管理・出図機能連携BOM PowerBOM

ST版リリース。

セイコーエプソン株式会社

インタラクティブプロジェクターを使った製造

現場で『工程見える化』がお役立ち！

スマートヘッドセット「MOVERIO Pro」がさ

まざまな現場における、作業員や管理者の困り

ごと、要望に応えます。

大興電子通信株式会社

個別受注型生産管理ソリューション「ｒBOM」

工場力・現場力を引き出す」ことを目的に作り

上げた統合ERP生産管理パッケージです。

◆最新オンデマンドプリンターのご紹介

「DocuColor 7171P/ DocuColor 1450GA」

◆マルチカッター

「インターテクノPCM-15」

◆カッティングプロッタ

「グラフテックFC4550」

◆顧客データ分析支援サービス

◆新エリアマーケティング「TerraMap」

◆クラウドテンプレートパブリッシング

「SmartPromotion」

DocuWorksは紙と電子、アプリケーションの垣
根を越えて、業務全体にわたるコミュニケー

ションをスムーズにサポートします。

生産性向上に向けたフレキシブルな働き方

●DocuWorks活用ゾーン・複合機活用ゾーン
◆DocuWorks

テーマ、講師、展示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。

株式会社下田OAシステム

サイズがバラバラな紙片（領収書や配送伝票・

レシートなど）の整理はどうしていますか？

そんな手間のかかる作業を｢自動で｣ ｢一度に複

数枚｣ ｢ランダムに並べて｣やってくれる、これ

までにないお助けソフトです。

◆DocuWorksのプラグイン「E-cut 2」

私たちに身近な「文書」ですが、「文書」が業

務における問題になっていることがあります。

この「文書」にまつわるお困りごとを、着実に

改善できるソリューションをご紹介します。

◆DocuWorksソリューション

富士ゼロックスの複合機とサービスを使って、

お客様の身近なお仕事を効率化する便利でかん

たんなソリューションをご紹介します。

◆かんたん複合機ソリューション

受発注業務で発生する仕分けや問い合わせ対応、

担当者ごとに異なる生産性のバラツキといった

問題をこのパッケージにより解決。納品リード

タイムの短縮とお客様対応力を強化する仕組み

を実現します。

◆ 受発注業務支援ソリューション

複合機の操作パネル・ペーパーUI・QRコード

をお客様業務に合わせてカスタマイズすること

で、業務工程のスリム化や自動化、業務文書登

録率向上などによる業務改善が可能となります。

◆スキャンソリューション

●プリントオンデマンドゾーン

株式会社シムトップス

現場で入力された点検報告書や日報を回収して

データを管理する、点検・保守業務において、

タブレット端末からデータ入力を行うことで、

データ収集・転記作業にかかる工数の削減を実

現します。

● ICTゾーン
◆点検・保守業務ソリューション

株式会社ウイング

思いついたら即開発!“マジックロジック”は

開発のコツをつかんだら、多少複雑なシステム

でもほぼ1日で思った通りにつくることが可能

です。

◆クラウドサービス

サイボウズ株式会社

kintoneなら簡単に情報を共有でき、その情報

を効率的に使うことができます。お申し込み数

分後には、モバイル接続を含め、すべての機能

が無料でお試しいただけます。

「販売」「会計」「給与」と「顧客管理」は

企業に欠かせないシステムです。

お客様の業務に合ったパッケージシステムを

ご紹介します。

◆基幹業務ソリューション

シネックスインフォテック株式会社

堅牢なる情報漏洩対策を施した新発想HDD

「秘密金庫」シリーズのご紹介です。

◆秘密金庫

NECプラットフォームズ株式会社

導入しやすい入退管理システムと安心の顔認証

PCで物理的安全管理措置をご支援します。

◆Web入退管理システムと顔認証PC

株式会社シマンテック

マイナンバー制度導入に向けて企業が取り組む

べきセキュリティー対策とは？

◆セキュリティートータルソリューション

株式会社ドッドウエルビー・エム・エス

物理的安全管理措置に有効な防犯・監視セキュ

リティーカメラのご紹介です。

◆防犯・監視セキュリティーカメラ

安心・簡単・便利なネットワーク環境をワンス

トップかつ低コストで実現します。

◆セキュアなネットワーク環境をアウト
ソーシング！「beat/active」

株式会社クマヒラ

鍵管理システム・金庫・セキュリティーキャビ

ネットなどのトータルセキュリティーをご提案

します。

◆鍵管理システムや金庫などの
セキュリティーシステム

ピコテクノロジーズ株式会社

PCログ管理、IT資産管理、ファイルの暗号化

などの技術的安全管理措置をご提案します。

◆マイナンバーセキュリティー対策
スタートパッケージ

株式会社オービックビジネスコンサルタント

OBCがご紹介する従業員や個人取引先の個人

番号を確実かつ安全に収集・保管するクラウド

サービスです。

◆マイナンバー収集・保管サービス

図面・文書とBOMを統合したモデルの展示

コーナーです。ベストセラーである文書＆図面

管理・出図システム（ArcSuiteシリーズ）内

の図面や文書をE-BOM、M-BOMと連携する

ことで、生産準備活動の効率化をご提案してい

ます。今年は生産スケジューラの活用もご案内

します。

◆製造業ソリューション

◆設計BOM・生産活動スケジューラー

株式会社デジタル・イーテック

・過去図面の流用を促進するラスターCAD

ソリューション「VPHybridCADシリーズ」

・表題欄の自動検出&OCR処理機能でスキャン

作業を効率化「VPindexシリーズ」

◆ラスターソリューション（CAD・OCR)

Ｓｋｙ株式会社

マイナンバーの安全管理措置に必要な情報漏洩

対策を支援します。

◆クライアント運用管理ソフトウェア
「SKYSEA Client View」

● ものづくりゾーン

◆インタラクティブプロジェクター
◆MOVERIO Pro

◆生産管理システム

出力ワークフローの自動化によって、プリント

プロセスの最適化やジョブ処理の効率化を可能

するブラウザベースのソフトウェアをご紹介し

ます。

◆デジタル・ワークフロー・コレクション
「FreeFlow Core」

他のお客様はどんな印刷物を内製化しているの

でしょうか？ PODプリンターの活用事例を

幅広くご紹介します。

◆印刷物の内製化事例をご紹介

「FreeFlow Core」操作画面
お客様の出力ワークフローを1カ所でコント

ロールできます。

株式会社オービックビジネスコンサルタント

株式会社ミロク情報サービス

シーイーシー新潟情報サービス株式会社

株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ

◆出展企業

●セキュリティーゾーン

ソフトバンクコマース＆サービス株式会社

新しい Office 365 では最新の Office 2016

アプリが組み合わされており、これまでの

Office 365 よりも企業での共同作業とコミュ

ニケーションを最も包括的にそして最も安全に

クラウドで行うことができます。

◆ Office 365

株式会社ジェイ・エス・エス

Salesforceは、革新的なクラウド型ビジネス

アプリケーションです。見込み客の開拓や新規

顧客の獲得、スピーディな商談成約、スマート

な営業、カスタマーサービス、マーケティング

を実現し、ビジネスの成長と拡大をもたらしま

す。

アンテナハウス株式会社

国税関係帳簿書類をスキャナで読み込んで電子

化し、「スキャナ保存」制度の要件を満たした

管理運用を行うことができるので、原本となる

紙の書類を廃棄することが可能になります。

◆e-文書法対応ソリューション


