
2015 Fuji Xerox Niigata
Solutions & Services Fair 参加無料／事前登録制

確かな“現場力”が導く、新しい「働き方」と「ものづくり」

日 時：2015年11月17日(火)10:00～17:30
11月18日(水)10:00～17:30

会 場：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

主 催：



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。

ご挨拶

お客様各位

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。

長引く景気低迷、激化する国際競争に加え、最近では円安への懸念など、私たちは先

の見えにくいビジネス環境の中にいるといえます。一方で東京五輪開催を契機とする

各種プロジェクトの計画や独自技術を持つ町工場どうしが連携したユニークなものづ

くりなど、明るい話題も報じられています。

このたび弊社では、『確かな”現場力”が導く、新しい「働き方」と「ものづくり」』を
テーマに据えてセミナー・フェアを開催する運びとなりました。「働き方変革」や

「新たなものづくり」の実現は、ツールやデバイスだけでは達成しえません。それら

に加えて、ビジネス実践の現場を支える人の成長と、メンバーとの協働による「現場

力」が前提になると私たちは考えています。

今回ご案内するSolutions & Services Fair 2015 Niigataでは、「理想のものづくりへの
取り組み事例」や「働き方変革を担保するセキュリティー」など、「現場力」を高め

るヒントにしていただけるセミナーやソリューションを取り揃え、皆様のご来場をお

待ちしています。

敬具

会場内ガイド 朱鷺メッセ 3F フロアー図

富士ゼロックス新潟株式会社

代表取締役 社長

星野 明文



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。

ものづくり企業における正しいグローバル戦略は「市場は世界、競合も

世界であることを認識し、日本の現場で製品を作って世界に売る」こと

です。そのためには世界中から「高くてもいい、お願いだから売ってく

れ」と言われる製品開発力と、最新技術を使って「圧倒的スピードで生

産開始する」生産システムが必須です。

「それらをどう実践するのか」をわかりやすく解説するとともに、「実

践している企業の現場はどうなっているのか」をこの足で歩きまわり、

肌で感じた事実をもとに執筆した「日経ものづくり」連載コラム「強い

工場探訪記」を中心に紹介いたします。

基調講演・特別講演 会場：【基調講演】朱鷺メッセ4F マリンホール【特別講演】3F 302-A

11/17(火)13:30-15:00 (90分) 開場13:00 定員300名A-01

【基調講演】

信長・秀吉・家康に学ぶ経営戦略

NHK大河ドラマ「天地人」の時代考証を務めている小和田哲男先生が語
る、歴史に学ぶ「戦国武将のリーダーシップ」とは？

テレビ同様分かりやすいお話振りが人気です。

信長は常識を覆した名経営者。

秀吉は宣伝上手、広告上手な名経営者。

家康は謙虚で部下思いの名経営者。

戦国三英傑に学ぶ生き残り経営学。

静岡大学名誉教授
文学博士

小和田哲男 氏

■プロフィール

戦国時代史研究の第一人者として知られ、主著『後北条氏研究』『近江

浅井氏の研究』のほか、『小和田哲男著作集』等の研究書を刊行。専門

分野である戦国時代史を通し、戦国武将のリーダーシップ論、経営戦略

をはじめ、現代を生き抜くための要諦や教訓を秘める講演を行い、各地

で好評を博している。

■職歴・経歴

1944年 静岡市生まれ

1972年 早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。文学博士。

2009年3月まで静岡大学教育学部教授を務め、現在、静岡大学名誉教授。
ベスト・セラーとなった『日本の歴史がわかる本』などの啓蒙書の執筆

を行い、NHKテレビ「歴史秘話ヒストリア」や教育テレビ「知恵泉」な
どにも出演し、わかりやすい解説には定評がある。

また、 NHK大河ドラマ（1996年「秀吉」、2006年「功名が辻」、2009
年「天地人」、2011年「江～姫たちの戦国」、2014年「軍師官兵衛」）
の時代考証も務める。

【特別講演】

「関伸一の強い工場探訪記」

元気な企業 光るものづくり

関ものづくり研究所

代表 関伸一 氏

■職歴・経歴

2010年3月 「関ものづくり研究所」設立

2011年11月 静岡大学客員教授就任

2012年4月～ 日経BP社「日経ものづくり」にコラム「デジタルセル生産の
ススメ」を連載（全6回）

2013年6月～ 「日経ものづくり」に「関伸一の強い現場探訪記」を連載

（全7回）
2013年10月～ 日経BP社主催「日本の強い工場アワード」審査員
2013年10月 鳥取取県戦略産業雇用創造プロジェクト協議会

ファシリテーター就任

2014年4月 特定NPO法人「三次元設計能力検定協会」理事就任

11/18(水) 13:30-15:00 (90分) 開場13:00 定員300名F-01

【基調講演】

いま起こっていること、

これから起こること

経済ジャーナリストとしてTVでもおなじみの須田氏が、今後の経済展望
についてわかりやすく解説します。

経済ジャーナリスト

須田慎一郎氏

■プロフィール

政界、官界、財界での豊富な人脈を基に、数々のスクープ報道をものに

している経済ジャーナリスト。2007年から2012年まで、内閣府 多重債
務者対策本部有識者会議委員を務める他、テレビ朝日｢ビートたけしの

TVタックル｣等、情報・報道番組にも数多く出演。

■職歴・経歴

1961年、東京生まれ。日本大学経済学部卒。経済紙の記者を経て、フ
リー・ジャーナリストに。「夕刊フジ」「週刊ポスト」「週刊新潮」な

どで執筆活動を続けるかたわら、テレビ朝日「ビートたけしのTVタック
ル」、読売テレビ「そこまで言って委員会NP」、ニッポン放送「あさ
ラジ」他、テレビ、ラジオの報道番組等で活躍中。また、2007年から
2012年まで、内閣府多重債務者対策本部有識者会議委員を務める。政界、
官界、財界での豊富な人脈を基に数々のスクープを連発している。

■著書

『国民を貧困にする重税国家日本』（徳間書店、2013年12月）
『日本人が大貧民になる日』（青志社、2013年7月）
『アベノミクスが激論で解けた！』（小学館、2013年4月）
『サルに負けない投資戦略』（光文社、2012年9月）
『暴力団と企業 ブラックマネー侵入の手口』

（宝島社新書、2012年6月）

11/17(火)13:00-14:30 (90分) 開場10:20 定員60名B-02 11/18(水) 15:30-16:30 (60分) 開場15:20 定員60名G-03

【特別講演】

生産管理と品質管理を支える

BIツールによる「見える化」事例
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社
需給管理部情報プロセス改革グループ
鈴鹿情報プロセス改革チーム チーム長

田中 俊毅

生産管理では受注から出荷までのプロセスにおいて、モノと情報を停滞

なく流すことがポイントです。その流れを阻む要因を取り除くためには

「見える化」が重要ですが、実際の製造現場を見てみると、手書きの作

業日報などまだまだ紙が多く、それを翌日苦労してExcelに入力し、進捗
管理/原価管理/品質管理などのレポートを作成しています。
これらのやり方では、入力やレポート作成工数のムダだけでなく、鮮度

の古いデータでは、タイムリーに有効な手が打てない、十分に不良削減

のためのPDCAを回すことができない、などの課題が生じます。富士ゼ
ロックスの生産工場では、作業日報を電子化しタブレットで入力。

そのデータをBIツールで「見える化」することで、生産性の向上や不良
コストの削減に効果を上げています。また、ノンプログラミングツール

でこれらを実現し、変化の激しい現場に対して、素速くシステムの変更

を行い、いつの間にか使われなくなってしまうことが多い現場のシステ

ムを、現場の重要な改善ツールとして定着させています。

当社の取り組み事例が、貴社の生産管理・品質管理の一助となれば幸い

です。



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。

情報処理技術の発展とインターネットなどのインフラ技術の発展により

膨大な情報が溢れています。相手にとって最適な内容やタイミングで最

適な情報提供を企業は求められています。このような時代に対応したプ

リント・オン・デマンドによる効率的な情報発信の仕組みや事例をご紹

介させていただきます。

15:00-16:00 (60分) 開場14:50 定員60名B-03

富士ゼロックス株式会社
マーケティング部統合マーケティング推進室

高城真人

富士ゼロックスのPOD（プリント・オン・デマンド）
のご紹介

POD・オフィス向け

セミナープログラム 11/17(火)【B-01~03】会場：302-A 【C-01~04】会場：303・304 【D01~02・I01】会場：305 

10:30-12:00 (90分) 開場10:20 定員60名C-01

13:00-14:00 (60分) 開場12:50 定員60名C-02

14:30-15:30 (60分) 開場14:20 定員60名C-03

16:00-17:00 (60分) 開場15:50 定員60名C-04
企業売上を左右する！

「営業部門の業績管理とメンタルヘルス」

税経システム研究所客員講師
株式会社トラフィックエイジア

代表取締役 外波達也氏

企業活動の最前線の仕事「営業」について、該当するスタッフの健康管

理は大きく企業の業績を左右するものです。一昔前の営業人材に対する

現場管理は「気合い」「根性」と言った精神論が前面に現れるプッシュ

型が多く見受けられましたが、現在は、昨今の厳しい営業環境を受けて

「安定」「休」「やすらぎ」などプル型のフォローが必要とされていま

す。そこで本セミナーでは、厳しい経済環境の中で安定した業績を確保

していく為の「営業環境」の整備について、管理面とメンタル面から解

説を行います。

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
第3グループ グループ長

本間裕一 氏
いよいよ2016年1月から始まるマイナンバー制度。すでに多くの企業が
対応を検討されています。本セミナーでは、企業が実際に行うマイナン

バー収集・保管の業務やリスク対応を中心にOBCマイナンバー対応「マ
イナンバー収集・保管サービス」の実演を通じて、詳しくご紹介します。

総務・人事、支払調書作成業務に携わる方必見です。

実演でわかる！

企業が行うマイナンバー収集・保管業務

富士ゼロックスのAWS(Amazon Web Services)活用
ノウハウと、サービスのご紹介

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
ソリューション開発部 クラウド統括

黒須義一
今やクラウド環境のグローバル・スタンダードであるAWS。
富士ゼロックスは、プライベートクラウドと組み合わせたハイブリッド

クラウド環境を構築し、社内外向けシステム基盤として活用しています。

講演では、約1年間ハイブリッドクラウドを利用してきて明らかになっ
た課題や、お客様に提供するサービスも含め、今年のAWS Summitでス
ピーカーを務めた黒須より、ご紹介させていただきます。

10:30-11:30 (60分) 開場10:20 定員60名B-01

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

富士ゼロックスでは、「性別、国籍、障がい、年齢を問わず能力を発揮

できる会社」として、一人ひとりがいきいきと能力を発揮し、活躍でき

る会社を目指しています。特に女性の活躍推進では、制度の充実、働き

方変革をはじめ、多様な知恵を活かす組織風土を実現するため、女性の

管理職任用を積極的に進めております。シニア人材や障がい者の活躍推

進も含めた弊社ダイバーシティの事例をご紹介します。

「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 ～

15:00-16:00 (60分) 開場14:50 定員25名D-02
設計/製造部門・金融・医療分野で活用する文書管理
ArcSuiteの今後を開発者が語ります
新バージョンV3のコンセプトと今後の方向性
富士ゼロックス株式会社
ソリューション・サービス企画管理部
シニアマネージャー

宮島 俊司

1989年リリースの製造業向けソリューション「EDMICS」としてスター
ト。2002年には統合情報管理システム「ArcSuite Engineering」へとグ
レードUP。図面や図書の一元管理分野ではベストセラーの最新情報をお
話します。本セミナーでは、QCD改善活用と今後見込まれるソリュー
ション対応を「最新のArcSuite Engineering V3」をベースにご紹介しま
す。

経営に必要不可欠なEQ能力とは何か

～高い業績を上げる組織や個人に共通する能力と行動～

過去20年間で40万人のビジネスパーソンが受講したEQ診断と成果開発
型研修。蓄積された事例、ナレッジを基に、企業経営課題である、新規

顧客（市場）創出、組織文化変革、経営計画達成、モチベーション開発、

マネジメント変革、人材育成への解答をお伝えします。

富士通、富士ゼロックス、三菱重工、新潟県内優良製造業を担当し、成

果につながる意識変化、行動改革の実績を持つベテラン講師が事例を踏

まえてお話させていただきます。これからの経営に必要なEQ能力とモチ
ベーションの開発について、研修コンテンツの一部を体感いただきます。

ジャパンラーニング株式会社
人材開発本部 部長／講師／認定心理カウンセラー／
EQ認定コーチ

中川 善之 氏

11/18  13:30-14:30 (60分) 開場13:20 定員25名I-01
マイナンバー制度とその具体的対応策

富士ゼロックス関東株式会社
広域マーケティング部
ソリューションマーケティングG

横井佑未子

マイナンバー制度の全体像と、企業の受ける影響/求められる対応につい
てご説明いたします。

また、後半では富士ゼロックスの「マイナンバー取得管理支援ツール」

をデモを交えてご紹介いたします。

11/17  10:30-11:30 (60分) 開場10:20 定員25名D-01



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。

Creative Cloudのリリースから3年が経過し、より制作現場の意図を汲ん
だ制作環境へと進化しています。

IllustratorやInDesignのアップデート情報に加え、各アプリケーションの
互換性やCC環境での入稿データ制作といった「データ運用の標準」に関
する必須の情報から、ワークフローに貢献するCreative Cloudの活用法
まで、分かりやすく解説します。

今、最新環境のCreative Cloudで「何ができるか」をご覧いただくこと
で、よりクオリティ高く、効率的に制作するためのヒントを得られるは

ずです。是非、ご参加ください。

セミナープログラム 11/18(水) 【G-01~03】会場：302-A 【 H-01~04】会場： 303・304 【 I01 】会場：305 

10:30-11:30 (60分) 開場10:20 定員60名G-01

現場が主役のBIツールQlik製品のご紹介
株式会社ジェイ・エス・エス

代表取締役社長

秋田叔之 氏

ビジネスを直接生み出す、あるいは直接支える現場の人々が、データを

自ら利活用するBI（セルフサービスBI）が注目されています。従来型の
BIでは、現場は「何を見るべきか」を発見したいのに、「何を見たい
か」ということを最初に決めなければならないという論理矛盾がありま

した。

最新のセルフサービスBIツールである、Qlik製品を使えば、現場自ら問
題を発見し分析し、より迅速で的確な行動につなげることができます。

是非この機会に、Qlik製品のアクティブな「解の探索＝Data Discovery」
を体感してください。

13:00-14:00 (60分) 開場12:50 定員60名H-02

一般財団法人 流通システム開発センター
「加工食品メーカーと原材料メーカー間における入出荷管理及
び履歴遡及に関する検討委員会オブザーバー」
株式会社アイカ代表取締役社長

高橋貞二 氏

食品製造業における品質管理・品質保証の考え方がこの数年で急激に変

化しています。それに伴い生産現場の変化が著しいものになっています。

今回は5年前に弊社より事故防止システムを導入された福島県いわき市
の株式会社サンフレックス永谷園様の成功事例を基に「誤計量・誤投入

の防止」、「ペーパーレス化」による「品質管理の高度化とトレーサビ

リティ」と働く方々の「ストレスレスとモラルアップ」についてお話を

致します。

10:30-11:30 (60分) 開場10:20 定員60名H-01

16:00-17:00 (60分) 開場15:50 定員60名H-04

品質管理の向上＝事故防止・トレーサビリティ・

ストレスレスの実現

14:30-15:30 (60分) 開場14:20 定員60名H-03

富士ゼロックスにおける営業生産性向上に向けた

『働き方変革活動』取り組み事例のご紹介

富士ゼロックス株式会社
営業計画部営業企画室業務企画グループマネジャー

雨宮健敏

富士ゼロックスでは、営業の「質（提案品質・提供能力）・量（行動

量・スピード）」の最大化と「総労働時間削減」を 同時に実現するため

「働き方変革活動」に取り組んでいます。営業活動を阻害する要因を定

量的に捉え、組織・ルール・システム（モバイル・クラウドの活用）や

チーム営業力・営業マネジメント力強化（SFA活用）といった様々な側
面から、営業の生産性改革を実現した事例をご紹介します。

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対策

株式会社シマンテック
コマーシャル営業統括本部
シニアアカウントマネージャ/セキュリティ・エバンジェリスト

鴫原祐輔 氏

2016年1月より施行されるマイナンバー制度において、各種ガイドライ
ンで提示される特定個人情報の安全管理措置について、国内で発生して

いるサイバー攻撃の実情や海外での事例等を参考にどのような対策を考

慮すべきなのか、ベストプラクティスをご紹介します。

規制緩和にみる国税関係書類電子化の行方

アマノビジネスソリューションズ株式会社
営業本部 TBP事業推進部部長

森口亜紀 氏

平成27年度税制改正大綱の発表を受け、領収書や契約書、申込書等の国
税関係書類の電子原本化に関する法的要件が緩和されました。7年間保管
が義務付けられている国税関係書類の電子原本化は可能なのか。規制緩

和による影響や今後企業が取り組むべき方向性など現実的な視点で解説

します。

11/18 10:00-11:30 (90分) 開場9:50 定員10名J -01

11/18 13:00-14:30 (90分) 開場12:50 定員10名J -02

11/18 15:15-16:45 (90分) 開場15:05 定員10名J -03
DocuWorksスクール 初級

DocuWorksスクール 中級

DocuWorksスクール
DocuWorksデスクの整理術

Doc uWorksユーザー様向け

13:00-14:50 (110分) 開場12:50 定員60名G-02

Adobe Creative Cloud
最新情報 POD・プロ向け

アドビシステムズ株式会社
マーケティング本部

名久井舞子氏
な く い

DocuWorksスクール 11/17(火)・18(水)   会場：306

11/17 10:00-11:30 (90分) 開場9:50 定員10名E-01

11/17 13:00-14:30 (90分) 開場12:50 定員10名E-02

11/17 15:15-16:45 (90分) 開場15:05 定員10名E-03

DocuWorksスクール 初級

DocuWorksスクール 中級

DocuWorksスクール
DocuWorksデスクの整理術

DocuWorksを使うのは初めて、またはDocuWorks購入をご検討されてい
るお客様向けのスクールです。

DocuWorksをすでにお使いのお客様向けのスクールです。便利な使い方
や小技を知りたい方、ぜひご参加ください。

DocuWorksデスクやPCのデスクトップは整理されていますか？
必要な時に必要な文書をすばやく見つけることができますか？

DocuWorksによる文書管理のコツをご紹介いたします。

Doc uWorksユーザー様向け



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。

４F
マリンホール 302-A 303・304 305 306

４F
マリンホール 302-A 303・304 305 306

セミナータイムテーブル 11/17 (火) 10:00~17:30

セミナータイムテーブル 11/18 (水) 10:00~17:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

13:30~15:00 A-01
【基調講演】

戦国武将のリーダーシップ

信長・秀吉・家康に学ぶ

経営戦略

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

13:00~14:30 B-02
【特別講演】

「関伸一の強い工場探訪記」

元気な企業

光るものづくり

13:00~14:50 G-02

Adobe Creative Cloud
最新情報

10:30~11:30 B-01
「ひとを活かす
富士ゼロックスの
企業風土改革」

13:00~14:00 C-02
富士ゼロックスのAWS

(Amazon Web Services)

活用ノウハウと、サービスのご紹介

14:30~15:30 C-03
実演でわかる！

企業が行うマイナンバー収集

・保管業務

16:00~17:00 C-04
企業売上を左右する！

「営業部門の業績管理と

メンタルヘルス」

10:00~11:30 E-01
DocuWorksスクール
初級

13:00~14:30 E-02
DocuWorksスクール
中級

15:15~16:45 E-03

DocuWorksスクール
DocuWorksデスクの
整理術

10:30~12:00 C-01
経営に必要不可欠なEQ能力とは何か

～高い業績を上げる組織や個人に

共通する能力と行動～

10:30~11:30 D-01
マイナンバー制度と

その具体的対応策

15:00~16:00 D-02
設計/製造部門・金融・医療分野で

活用する文書管理ArcSuiteの今後を

開発者が語ります

13:30~15:00 F-01

【基調講演】

いま起こっていること、

これから起こること

10:30~11:30 G-01
マイナンバー制度導入に
向けて企業が取り組む
べきセキュリティ対策

15:30~16:30 G-03
【特別講演】
生産管理と品質管理を支え
るBIツールによる「見える
化」事例

10:30~11:30 H-01
現場が主役の
BIツール Qlik製品のご紹介

13:00~14:00 H-02
品質管理の向上
=事故防止・トレーサビリ
ティ・ストレスレスの実現

14:30~15:30 H-03
規制緩和にみる国税関係
書類電子化の行方

16:00~17:00 H-04
富士ゼロックスにおける営業

生産性向上に向けた『働き方

変革活動』取り組み事例の

ご紹介

10:00~11:30 J-01
DocuWorksスクール
DocuWorksデスクの
整理術

13:00~14:30 J-02
DocuWorksスクール
初級

15:15~16:45 J-03

DocuWorksスクール
中級

13:30~14:30 I-01
マイナンバー制度と

その具体的対応策

15:00~16:00 B-03
富士ゼロックスのPOD

（プリント・オン・デマンド）

のご紹介



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。

展示・デモコーナーガイド 11/17(火) 10:00~17:30 ・ 11/18(水) 10:00~17:30 会場：3F 301・302-B

●マイナンバーゾーン ----------------------------------------------------------------------- マイナンバー対策をトータルにサポートします

マイナンバー取得管理支援ツール

セキュリティートータルソリューション

セキュアなネットワーク環境をアウトソーシング！「beat/active」

●業種・業務ソリューションゾーン -------------------------------------------- 業務プロセスの改善により創造的活動を促進します

モバイル機器を活用した帳票入力ソリューション

業務プロセス支援ソリューション受発注業務パッケージ

紙図面や文書の共有・配信による業務改善ソリューション ～図面共有・生産指示業務パッケージ～

食品事故防止・トレーサビリティソリューション

●コミュニケーションゾーン --------------------------------------------------- 円滑なビジネスコミュニケーションをサポートします

働き方変革ソリューション～モバイル環境を支えるICTデバイス～

働き方変革ソリューション～シームレスな情報共有プラットフォーム～

働き方変革ソリューション～コミュニケーション活性化に向けた基盤強化～

ストレスチェック義務化直前！メンタルヘルスソリューション

●プリントオンデマンドゾーン --------------------------------------------------- お客様の購買意欲につながる付加価値を提供します

プロダクションプリンターの展示

カッティングプロッタのご紹介

名刺・ハガキマルチカッターのご紹介

活用事例出力サンプル展示

● DocuWorksゾーン ------------------------------------------ 電子文書と紙文書を一元管理するドキュメント有効活用ソフトウェア

名刺管理プラグイン「Tant Card 2」

ファイルの台帳作成プラグイン「 PowerList 2 for DocuWorks」

手書き入力支援プラグイン「 PenViewer for DocuWorks」

●文化伝承活動での新たな価値創出ゾーン ------------------------------------------ 電子複製古文書作製での社会貢献活動

富士ゼロックスの最新技術を使い、伝統文書の複製・復元・活用することで文化の発掘、公開、伝承が可能

時を超えた価値あるコミュニケーションを推進し、文化の伝承に貢献

会場・アクセスのご案内

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）は
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



○○○○○部 担当：●●

〒950-0087 新潟市中央区東大通1-2-23 北陸ビル2階 Tel 025-246-1313

http://www.fujixerox.co.jp/ngx/
Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

本書の内容は2015年9月現在のものです。
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