
Smart Work Innovation Fair 
2018 Niigata

日 時：2018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) 展示・セミナー/3F 基調講演/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(木)・16日(金)

セミナーガイド

「働き方改革」を越え、人の創造性の発揮による競争力の強化



〒951-8061 新潟市中央区西堀通3番町790番地 西堀501ビル２F

TEL 025-226-7410（代）

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(木) 13:30 – 15:00 開場13:00 定員300名15K-1 11/16(金) 13:30 – 15:00 開場13:00 定員300名16K-1

基調講演 会場 朱鷺メッセ4F 国際会議室（マリンホール）

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨今、皆様におかれましては、急速な人材の流動化による

経営環境の変化、AI・IoTといった技術革新によるデジタルト

ランスフォーメーションへの加速など、これまでにない変化

への対応が求められていることと存じます。一方で、人間に

しか実現できない“知的生産性の向上”や“活力ある組織の

価値創造発揮”といった人間中心のマネジメントが改めて注

目されています。

富士ゼロックスでは、これまで培ってきたドキュメント・

コミュニケーション技術を基盤とし、「制約からの解放」・

「専門性の開放」・「クリエイティブな働き方」の加速に向

けて、“価値創造中心の働き方”の実現を目指す『Smart

Work Innovation』を提唱いたしました。

本フェアでは、急速に関心の高まりを見せる「定型業務・

ルーチンワークの自動化（RPA）による生産性の向上」・

「クラウド時代の強固でセキュアなコミュニケーション基盤

構築」といったソリューション&サービスをご紹介させてい

ただきます。

時節柄お忙しい折とは存じますが、是非ともご来場賜りま

すようお願い申し上げます。

現役時代はディフェンダーとして、

ユース・ユニバーシアード・日本の

各代表として活躍。その後は指導者

の道へ進み、コーチ・監督として多

くの日本代表選手を指導。

世界の舞台で活躍する選手の育成に

大きく貢献。2004年のアテネ五輪では日本代表

監督を務めた。現在は、NHKサッカー解説者として活躍。

サッカー解説者

山本 昌邦 氏

リーダーの条件
～ 一流選手から学ぶ目標達成へのプロセス ～

■職歴・経歴

1958年生まれ。静岡県沼津市出身。

1977年日本大学三島高等学校卒業。1981年国士舘大学卒業。

■指導経歴

1995年 FIFAワールドユース（U-20）選手権(ベスト８)、日本五輪代表

コーチ就任

1996年 アトランタオリンピック出場

1997年 U-19日本代表監督就任・FIFAワールドユース（U-20）選手権

(ベスト８) AFC最優秀コーチ賞受賞

ジュビロ磐田ヘッドコーチ就任・Ｊリーグ２ndステージ優勝

1998年 Ｊリーグヤマザキナビスコカップ優勝Ｊリーグ１stステージ

優勝 日本代表コーチ就任

1999年 FIFAワールドユース（U-20）準優勝

シドニーオリンピック出場権獲得

2000年 シドニーオリンピック（ベスト８）

アジアカップ（レバノン）優勝

2001年 FIFAコンフェデレーションカップ準優勝

2002年 FIFAワールドカップコリア・ジャパン（ベスト１６）

日本代表コーチ兼日本五輪代表監督就任

2003年 日本五輪代表監督専任

2004年 アテネ五輪出場 ジュビロ磐田監督就任

2016年 静岡県サッカー協会副会長就任
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第四次産業革命で注目を集めるRPA。

現在、様々な業種の企業にて導入が

進んでおり市場は活気づいています。

その効果を十二分に実感していただ

くためには、各企業様による「成功

とは何か」というゴールの設定が非常に重要になってきます。

本講演では、RPAの国内実績No.1の当社より、RPA活用の成功

に欠かせないポイントを富士ゼロックスでの販売事例、商品連

携例と今後の展望も交えてご紹介します。

RPA テクノロジーズ株式会社
代表取締役社長

大角 暢之 氏

デジタルレイバーを活用した
ビジネスモデルの進化

■職歴・経歴

一般社団法人日本RPA協会代表理事。

早稲田大学を卒業後、アンダーセンコンサルティング株式会社（現アク

センチュア株式会社）に入社。

2000年オープンアソシエイツ株式会社を設立し取締役に就任、ビズロボ

事業部を発足し、「BizRobo!」の提供を開始。

2013年ビズロボジャパン株式会社（現RPAテクノロジーズ株式会社）を設

立し代表取締役社長に就任。
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展示・デモコーナー コンセプトご紹介 会場 朱鷺メッセ3F 中会議室301 10:00 - 17:30

Smart Work Gateway から Smart Work Innovation へ

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。 -2-

Smart Workがもたらす新しい働き方をご紹介するおすすめセミナー

Smart Workを実現するために、富士フイルムグループ企業におい

ても業務遂行における課題がありました。特に、定型・大量に

発生する業務において、あるべき業務プロセスデザインを実施

し、その実現のために複合機利用のスキャン、OCRによるデジタ

ル化とRPAによるシステム間連携などの技術を駆使して取り組み

ました。

これら、効率化に結びつけるとともに業務品質の向上にも成果

をもたらした事例をご紹介します。また、この取組みの進め方

と獲得したノウハウ、課題と対応策もご紹介し、お客様のSmart

Work化取組みへの一助になる内容をご紹介いたします。

おすすめ

富士ゼロックス株式会社
ＳＷI事業本部 S＆S 営業部 ISS 営業部

閑野 智彦

Smart Workの実現！

富士フイルムグループの業務効率化、

業務品質向上実践事例

10:30～11:30 開場 10:2015A-1

⚫ すべての業種

⚫ 総務部・経理部

保険代理店（乗合代理店）業界の外部環境の大きな変化として、

2015年に保険業法改正により、お客様への説明責任を担保する

仕組みとルールの確立が必要になりました。そのような規制対

応を踏まえつつ、各店舗の業務効率化を実施していく事で現場

の競争力を維持・強化しなければなりません。保険見直し本舗

様では、基幹システムの強化に加え、全社的なペーパーレス化

を推進するのと同時に、各店舗の営業業務作業を本社の事務セ

ンター業務に集約し、さらにRPAによる労働力を確保する仕組み

を早期に取り込む事で、大幅な生産性向上を実現しています。

その事例についてご紹介させていただきます。

おすすめ

富士ゼロックス株式会社
スマートワークイノベーション事業本部
SWI ソリューション統括 S＆S営業部 ISS 営業部 部長

佐藤 敏之

事務センター業務のRPA活用及び

全社ペーパーレス化の推進による

生産性向上

10:30～11:30 開場 10:2016A-1

⚫ すべての業種

⚫ 手書きOCRについてご興味のあるお客様

効率よく仕事をする

ゾーン

価値創造中心の働き方の実現働き方改革業務改善複写業務の改善

複写機/複合機 Smart Work Gateway Smart Work Innovation

電子化/業務システム連携し
コミュニケーション活性化

クラウドと連携し
いつでもどこでも働ける環境

AI、IoT/IoHなどの先端技術を活用した
コミュニケーションの革新を提供

制約からの解放

⚫ 繰り返し作業からの解放

⚫ 日々の膨大な情報洪水からの解放

専門性の開放

⚫ スペシャリストの知見やノウハウを
誰もが価値ある経験として活用

⚫ 独立した専門から連鎖する専門へ

クリエイティブな働き方へ

⚫ 状況に応じた情報提供による判断支援

⚫ 個性と創造性により成果を拡大

オフィスワークの
生産性向上

Smart Work Innovation（SWI）が目指す３つの具体的な方向としては、

日々の繰り返し業務や、膨大な情報に忙殺されるといった「制約からの解放」、

一部のスペシャリストに依存している、知見やノウハウが必要な専門業務を

だれもが活用できるようにする「専門性の開放」、

状況に応じた判断支援や、個性や創造性を伸ばす働き方を

提供する「クリエイティブな働き方」です。

これらをSWIにより実現することで、飛躍的な生産性向上と、創造性ある働き方を提供し

お客様のビジネスの競争力を強力に支援していきます。
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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(木)
■コンセプト ■言行一致活動 ■印刷業・POD向け

■ツール ■ハンズオンセミナー ■近日公開
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昨今、経営環境が大きく変化している中、多様な働き方の実

現・長時間労働の是正、といった働き方改革への関心が高まっ

ていますが、企業の持続的成長には、人間中心のより良いコ

ミュニケーションと創造性の発揮が必要です。

本講演では、従来の働き方改革を超える「 Smart Work

Innovation」について、弊社の実践事例、および、その経験と独

自技術により弊社がご提供できることを、具体例を交えてご紹

介いたします。

おすすめ

富士ゼロックス株式会社
スマートワークイノベーション事業本部
SWI ソリューション統括 S＆S営業部 部長

菊池 史朗

ビジネスの競争力を高める

Smart Work Innovation

15:30～16:30 開場 15:2015A-3

⚫ 働き方改革を推進したいお客様

⚫ 経営層、経営企画部門の担当者様

おすすめ

日本マイクロソフト株式会社

田中 和明 氏

労働人口が減少する中、生産性の向上を目指し、企業はワーク

スタイルの変革を求められています。このセッションでは、最

新クラウドサービス「Office365」で実現する新しいワークスタイ

ルをマイクロソフトの社内での活用事例を交えてご紹介いたし

ます。

マイクロソフトが提案する

働き方改革の実践について

11:00～12:00 開場 10:5015B-1

⚫ すべての業種

⚫ Office365を検討しているお客様

おすすめ

富士ゼロックス株式会社
営業推進部 マーケティング戦略室

阪本 諭志

商品ライフサイクルの短期化・顧客ニーズの多様化により、顧

客とのコミュニケーションはよりスピーディかつ効果的な手段

が求められています。

複合機のデジタル印刷技術特性を活用した販売促進の仕組み、

および販促業務の効率化の取り組みを、事例中心にご説明いた

します。

業種別 プリンターの新しい活用術のススメ

13:00～14:00 開場 12:5015A-2

⚫ すべての業種

⚫ 一般オフィスでプリンターを活用したいお客様

おすすめ

富士ゼロックス埼玉株式会社
ソリューション統括部
GCS営業部 GCS推進課

横井 佑未子

業務効率化を検討する際に、業務が紙で回っていると改善するのは

難しいとお考えのお客様、または部門間やシステム間のやりとりが

未だ紙を介しているという業種のお客様、DocuWorksとRPA、複合機

を連携し、定型業務は自動化できます。それにより人はもっと生産

性の高い仕事をすることで、会社全体の効率化に繋げます。

事例を交えながらご紹介いたしますので、業務効率化のヒントにな

れば幸いです。

DocuWorksで業務効率化

～ DocuWorks9で電子化から自動化まで～

13:00～14:00 開場 12:5015B-2

おすすめ

シマンテック株式会社
パートナー営業本部
ソリューションパートナー営業部
シニアチャネルアカウントマネージャー

鴫原 祐輔 氏

働き方改革の1つの流れとして業務基盤へクラウドサービスを活

用する企業が増えています。従来、拠点内にあるデータをパソ

コンを利用して業務に従事していましたが、業務基盤がクラウ

ドシフトすることでデータの所在やアクセスするデバイスに変

化が生じます。本セミナーではクラウドシフトによる企業が抱

える課題とそれに応えるための新しいセキュリティ対策をご紹

介させていただきます。

Security Insight～クラウドシフトが

もたらすセキュリティ対策への変化～

14:30～15:30 開場 14:2015B-3

⚫ すべての業種

⚫ 情報システム部門の担当者様

一般的に労働生産性の定義は、『単位時間当たりのアウトプッ

ト』であることが知られています。分母を小さくし、分子を大

きくすることで高い生産性が達成されるのです。この生産性指

標（時間を短縮する）は、モノづくり主流の時代には日本経済

を押し上げましたが、コトづくり（ビジネスアイデアの実現）

の時代に入って、急速に通用しなくなっています。知的労働を

行なう私たちにとって、分子を大きくするキーは、一人ひとり

がアイデアを出し、そのアイデアをつなぎ、膨らますことです。

グローバル事例を中心にアイデアエコノミーの経営を考えます。

おすすめ

富士ゼロックス株式会社
価値創造コンサルティング部 部長

仙石 太郎

「世界はアイデアで動いている」

～オペレーション中心の経済から

イノベーション中心の経済へ～

16:00～17:00 開場 15:5015B-4

⚫ すべての業種

しぎはら ゆうすけ

⚫ 紙を使った業務を行っているお客様

⚫ DocuWorksを使って業務改善を検討のお客様
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おすすめ

応研株式会社

川内 信也 氏

今、基幹業務システムに求められること、それはシステム維持

コストの削減、急速に変化するビジネス環境への対応、災害や

サイバー攻撃へのBCP対策など、様々な観点から業務システムの

クラウド化が進められています。

大臣クラウドを導入することによる導入のメリット・効果をご

紹介いたします。

大臣クラウドで実現するワークスタイル変革！

導入のメリットと効果

11:00～12:00 開場 10:5015C-1

⚫ すべての業種

⚫ 経営層・総務部門の担当者様

人手不足で採用難、働き方改革に残業時間の上限規制。われわれ

企業にとって、生産性向上がますます喫緊の経営課題となってい

ます。生産性を上げるには仕事の「質の向上」が不可欠ですが、

高めようと思って高められるほど単純なものでもありません。本

セミナーでは組織として生産性を上げ、質を高め、営業力も強化

する方策として、未来志向のマネジメント「フィードフォワード

経営」をお伝えします。

おすすめ

株式会社NIコンサルティング
常務取締役

東海林 一正 氏

生産性を上げ、営業力も高める

「フィードフォワード経営」

16:00～17:00 開場 15:5015C-4

⚫ すべての業種

⚫ 仕事の効率を会社全体で上げたいとお考えのお客様

おすすめ

富士ゼロックス新潟株式会社
マーケティングサポート部
営業推進グループ

後藤 歩美

2018年1月に発売された最新バージョン9の中級コースです。

OCR処理・文書の検索・お仕事バーの使い方・文書にセキュリ

ティをかけるなどの方法を実際にPCを使って操作いただけます。

｢こんな使い方もあったのか！｣と気づきのある内容です。

DocuWorksスクール 中級

10:30～12:00 ※定員10名 開場 10:2015D-1

⚫ DocuWorksの基本を理解しているお客様

⚫ もっとDocuWorksを活用したいお客様

離職率２８％から４％に至るまで試行錯誤を繰り返してきたサ

イボウズですが、その中で気づいた理想的なチームワークとそ

の実現に不可欠な３つの要素と、その要素を満たすためのヒン

トをお伝えします。

働き方改革には、ツールは必要不可欠であると考えている方は

多いと思います。そんな中でなぜツールが必要不可欠なのか、

またそのツールが及ぼす効果と具体的な活用方法についてわか

りやすくご紹介します。

おすすめ

サイボウズ株式会社
営業本部 パートナー第３営業部

松本 逸輝 氏

働き方改革で本当に必要なツールとは

～3つの要素とその関係について～

14:00～15:00 開場 13:5015D-2

⚫ すべての業種

業務改善ツールは、今や「自分で作る」時代です。

チームで使えるクラウド型データベースアプリ「kintone」はご

自身の手で業務課題を解決する「アプリ」を作ることが可能で

す。何が魅力なの？などの疑問をお持ちの方に、ノートPCを利

用して「kintone」で業務アプリケーション作成を体験していた

だきます。Windowsの基本操作ができる方であれば、ご参加いた

だけます。

おすすめ

富士ゼロックス新潟株式会社
ソリューション営業推進部 SE課

佐々木 大輔

kintoneハンズオンセミナー

15:30～17:30 ※定員10名 開場 15:2015D-3

⚫ すべての業種

⚫ 業務改善ツールに興味がある方

しょうじ かずまさ

富士ゼロックス株式会社
エンタープライズドキュメント
ソリューション事業本部
商品統括 開発企画管理部

影山 敏一

限られた経営資源で魅力ある商品を間断なくグローバルにお届け

するには、研究・技術・開発・生産が一丸となり「開発生産力/

効率」の改革が必要。デジタル化による迅速化、効率化を狙いと

して、弊社では様々な設計改革に取り組み、一連の活動で得られ

た教訓、また新たな施策など、弊社が実践している「いま」の設

計・プロセス改革を含め、現場での取り組み事例をご紹介いたし

ます。
おすすめ

富士ゼロックスが推進している

設計プロセス改革

14:30～15:30 開場 14:2015C-3

⚫ 製造業のお客様

かげやま としかず

おすすめ

株式会社 日本HP
パーソナルシステムズ事業統括 パーソナルシステムズ事業本部
クライアントソリューション本部 ソリューションビジネス部

福井 孝文 氏

Windows10移行に重要なチェックポイントをデバイス視点で捉え、

HPの管理ソリューションを用いた移行の利便性をご紹介。

また事業継続にも影響を及ぼすサイバー攻撃の脅威を「レジリ

エンス」と言う新たな観点で「攻撃を無かったことにする」

HPの最新セキュリティソリューションを紹介いたします。

Windows10への移行に最適なHP管理ソリューション

とエンドポイントセキュリティの重要性

13:00～14:00 開場 12:5015C-2

⚫ すべての業種

⚫ Widows7から次のOSを検討しているお客様
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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(金)
■コンセプト ■言行一致活動 ■印刷業・POD向け

■ツール ■ハンズオンセミナー ■近日公開

-5-

働き方変革が重要な経営テーマになっていますが、目覚しい成果

を上げている会社は、あまり多くありません。その原因は、行動

環境（Behavioral Context）の重要性を理解していないことにありま

す。社員の意識改革を行なってから、行動を変えようとするので

はなく、社員がそうしたくなる（または、そうせざるを得ない）

環境を整備することが、変革成功のカギとなることを、実践事例

を交えながら皆様と一緒に考えていきたいと思います。

おすすめ

富士ゼロックス株式会社
価値創造コンサルティング部 部長

仙石 太郎

働き方変革の本質

－行動環境をいかにして改革するか

11:00～12:00 開場 10:5016B-1

⚫ すべての業種

多くの印刷会社にデジタル印刷機が普及し、単なるデジタル印刷

機の訴求だけでは仕事を獲得するのが難しくなっています。

本セッションでは、ITの活用により、デジタル印刷とオフセット

印刷の特性を活かした新規ジョブ獲得のための仕組み作り、およ

び印刷業務の見える化を実現したワークフローについてご紹介さ

せていただきます。

おすすめ

富士ゼロックス株式会社
GCS 事企管部 FE推進G 
ソリューション展開1G 

荻野 賢

利益を生む！ＩＴを駆使してオフセットとデジタル

を最大活用するには

13:00～14:00 開場 12:5016A-2

⚫ 印刷業・デザイン業の経営層のお客様

おすすめ

富士ゼロックス株式会社
スマートワークイノベーション事業本部
観光・クラウドビジネス事業部

金子 圭一朗

近年、名刺管理システムを用いたクラウド活用や働き方革新が

話題となっていますが、実際にどのような活用方法があるのか

ご存知でしょうか。

本セミナーでは、名刺管理クラウドサービスである『SkyDesk

Cards R』を使って名刺管理を始めるための方法や導入メリット

などについて、具体例を交えてご紹介いたします。

ぜひこの機会に、セミナーにご参加ください。

簡単！名刺管理から始める顧客管理

15:00～16:00 開場 14:5016A-3

⚫ 名刺管理システムの導入を検討されてる方

⚫ 法人向けの名刺管理システムに興味のある方

⚫ 名刺活用に課題を感じている方

おすすめ

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
パートナーアライアンス本部
テクノロジーパートナー部
ストラテジックアライアンスマネージャー部

川内 潤也 氏

既存の社内IT環境をクラウドに移行する流れは、国内のお客様に

おいても採用が増えてきておりいまや特殊な選択肢ではなく

なってきました。本セッションでは、AWSの特徴や最新情報を中

心に、AWSを活用して社内ITシステムを稼働させることのメリッ

トや国内でAWSを活用されているお客様の事例などをご紹介し、

皆様にお役立ていただける情報をお届けいたします。

AWS ではじめる社内システムの

クラウド化とそのポイント

15:30～16:30 開場 15:2016B-3

⚫ すべての業種

⚫ 経営層、情報システム部門の担当者様

富士ゼロックス株式会社
モノ作り本部生産企画管理統括部
フロフェッショナル・アドバイザー部
エグゼクテイブ・アドバイザー

丸山 和雄

富士ゼロックスでは生産現場を起点とした改善活動として、XPW

改善活動(Fuji Xerox Production Way)を実践してきました。

その中で、例えば下流から上流へ物申す現場づくりや、人財育

成・体質強化活動などに取り組んできています。

今回は働き方変革に向けて、改善に向けた基本的な考え方やその

実践事例と具体的な手法を中心として、これまで研究・技術・商

品開発・生産の各領域でマネジメントを担った経験をもとに、2つ

の標準/3つの見える化/2つの人財育成という3つの視点でご紹介し

ます。

おすすめ

経営課題と現場改善とを繁ぐ

生産革新活動

11:00～12:00 開場 10:5016C-1

⚫ 製造業のお客様

ビジネス環境や社会のパラダイムが激変する中、日本は今も半

世紀前の働き方の呪縛から抜け出すことができず、一人当たり

の生産性は先進国最下位に甘んじています。働き方改革の切り

札「テレワーク」は多様な人が多様な働き方を実現しますので、

個人にも、企業にも、社会にも大きな効果をもたらします。そ

のテレワークについて、概要と効果、最近の動向、先進事例、

導入にむけた課題等をご紹介します。

おすすめ

ワークスタイルの変革を促進する

テレワーク

13:00～14:15 開場 12:5016B-2

⚫ すべての業種

⚫ 経営層、総務部門の担当者様

一般社団法人日本テレワーク協会

専務理事

中山 洋之 氏
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DocuWorksを使いこなしている上級者向けのコースです。

卸売業の受発注業務の改善事例を元に、業務フローに沿ったお

仕事バーの作成と、クラウドサービスを利用した情報共有の方

法を体験できます。

株式会社NIコンサルティング
常務取締役

東海林 一正 氏

おすすめ

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2グループ

星 直人 氏

「労働時間の適正把握義務化」や「残業時間の罰則付き上限規

制」など、実務対応をする上で押さえておきたいシステムのポ

イントをOBCが解説いたします。また、奉行シリーズでの対応機

能を先行公開！意外と時間がない「働き方改革関連法」への対

応。ITを使いこなして確実に乗り切りましょう！

押さえておきたい「働き方改革関連法」５つのツボ

実務対応に必要なシステム要件とOBC奉行シリーズ

の対応機能を先行公開！

14:30～15:30 開場 14:2016C-3

⚫ すべての業種

⚫ 経営層・総務部門の担当者様

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。 -6-

おすすめ

富士ゼロックス株式会社
SWIS&S営業部 地域創生営業部
東日本案件推進G 2T 

下山田 九一

①IT補助金の有効性

政府発表の「労働生産性革命」が原点？

②今からでも企業にぜひ活用して欲しい設備投資に係る優遇税制

できる企業は大いに活用されています。

③申請に必要な経営力向上計画策定はこれでOK

分かる経営計画のフレームワークをご紹介しましょう。

補助金助成金活用セミナー

16:00～17:00 開場 15:5016C-4

⚫ すべての業種

しもやまだ きわむ

おすすめ

富士ゼロックス新潟株式会社
マーケティングサポート部
営業推進グループ

後藤 歩美

2018年1月に発売された最新バージョンDocuWorks9の初級教室で

す。DocuWorksの基本的な操作を実際にPCで操作しながら、進め

ていきます。新機能の｢お仕事スペース｣や｢ふでばこ｣もご紹介

いたします。

DocuWorksスクール 初級

14:00～15:30 ※定員10名 開場 13:5016D-3

⚫ DocuWorksの購入を検討されているお客様

⚫ DocuWorksの基本を学びたいお客様

おすすめ

富士ゼロックス新潟株式会社
マーケティングサポート部
営業推進グループ

後藤 歩美

DocuWorksスクール 上級

お仕事バー＆トレイオプション

16:00～17:00 ※定員10名 開場 15:5016D-4

⚫ DocuWorksの中級(アドバンストコース)をすでに

受講し、使いこなしているお客様

⚫ さらにDocuWorksを活用したいお客様

おすすめ

午前中の「働き方改革セミナー」をセミナー受講で終わらせな

いよう、グループウェア/ワークフローシステム『NI Collabo

Smart』と見積支援システム『Sales Quote Assistant』を実際に操

作して実現イメージを得ていただく体験型セミナーです。月額

数百円で取り組める内容ですので、これまでIT投資に二の足を踏

まれていた企業様も安心してご参加ください。

NIコンサルティング ハンズオンセミナー

12:15～13:15 ※定員10名 開場 12:1016D-2

⚫ すべての業種

⚫ 実際に操作をしたいお客様

「働き方改革」の本質は、人口が減り人手が不足していく中で、

より多くの人が仕事に参加できるよう働き方の柔軟性を高める

ことにあります。本セミナーでは、時間と場所の制約を取り払

い、いつでもどこでも働ける業務改革の具体策とIT活用のポイン

トをお伝えします。「働かない改革」ではなく「より良く働け

る改革」を。

おすすめ

「働き方改革」成功の鍵は時間と

場所の制約を超えることにあり

11:00～12:00 開場 10:5016D-1

⚫ すべての業種

⚫ 仕事の効率を会社全体で上げたいとお考えのお客様

しょうじ かずまさ

株式会社ＮＩコンサルティング
コンサルティング本部

奥村 司 氏

おすすめ

今スマートフォンは１人につき１台と広く普及しました。

公私ともに手放せないこのデバイスには、まだまだ多くの可能

性が眠っており、活用しない手はありません。

例えば、ID管理とコミュニケーションツールが融合したスマホア

プリにより、様々な場面で業務改革が起こっています。

出欠管理、勤怠管理、予約確認、安否確認など幅広い活用例を

ご紹介いたします。

スマートフォンが持つ

業務改革の可能性

13:00～14:00 開場 12:5016C-2

おすすめ ⚫ すべての業種

⚫ スマートフォンを活用したいとお考えのお客様

株式会社ジェイ・エス・エス
アプリケーションセールス部

小野澤 宝 氏
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11月15日(木)

A B C D

会場 4F マリン
ホール

中会議室
302A

小会議室
303/304

小会議室
305

小会議室
306

定員 300名 80名 60名 25名 25名

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

担当：

<K-9>

セミナータイムスケジュール

【基調講演】

リーダーの
条件
～一流選手か

ら学ぶ目標達

成へのプロセ

ス～

13:30-15:00

15K-1

生産性を上げ、

営業力も高める

「フィードフォ

ワード経営」

16:00-17:00

15C-4

業種別プリン

ターの新しい

活用術のスス

メ

13:00-14:00

15A-2

■コンセプト ■言行一致活動 ■印刷業・POD向け ■ツール ■ハンズオンセミナー ■基調講演

11月16日(金)

A B C D

会場 4F マリン
ホール

中会議室
302A

中会議室
303/304

小会議室
305

小会議室
306

定員 300名 80名 60名 25名 25名

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

シマンテック

セキュリティセ

ミナー

14:30-15:30

15B-3

DocuWorksで業
務効率化
～ DocuWorks9

で電子化から自動
化まで～

13:00-14:00

15B-2

DocuWorks

スクール 初級

14:00-15:30

【定員10名】

16D-3

NIコンサルティ

ング ハンズ

オンセミナー

12:15-13:15

【定員10名】

16D-2

DocuWorks

スクール 中級

10:30-12:00

【定員10名】

15D-1

【基調講演】

デジタルレイ

バーを活用し

たビジネスモ

デルの進化

13:30-15:00

16K-1

世界はアイデアで

動いている」オペ

レーション中心の

経済からイノベー

ション中心の経済

へ16:00-17:00

15B-4

押さえておきた

い「働き方改革

関連法」５つの

ツボ

14:30-15:30

16C-3

AWSではじめる社内

システムのクラウド

化とそのポイント

15:30-16:30

16B-3

事務センター業

務のRPA活用及

び全社ペーパー

レス化の推進に

よる生産性向上

10:30-11:30

16A-1

働き方改革で本当に

必要なツールとは

14:00-15:00

15D-2

⚫会場案内図 ⚫駐車場

会場・アクセスのご案内 日時：2018年11月15日(木)・16日(金) 会場：朱鷺メッセ3F/展示・セミナー 4F/基調講演

マイクロソフト

が提案する働き

方改革の実践に

ついて

11:00-12:00

15B-1

利益を生む！ ＩＴ

を駆使してオフセッ

トとデジタルを最大

活用するには

13:00-14:00

16A-2

Smart Workの実

現! 富士フイルム

グループの業務

効率化実践事例

10:30-11:30

15A-1

ワークスタイルの変

革を促進するテレ

ワーク

13:00-14:15

16B-2

補助金・助成金

活用セミナー

16:00-17:00

16C-4

kintone ハン

ズオンセミナー

15:30-17:30

【定員10名】

15D-3

DocuWorks

スクール 上級

【定員10名】

16:00-17:00

16D-4

経営課題と現場改

善とを繁ぐ生産革

新活動

11:00-12:00

16C-1

働き方変革の本質

- 行動環境をいか

にして改革するか

11:00-12:00

16B-1

「働き方改革」成

功の鍵は時間と場

所の制約を超える

ことにあり

11:00-12:00

16D-1

スマートフォン

が持つ業務改革

の可能性

13:00-14:00

16C-2

簡単！名刺管理

から始める顧客

管理

15:00-16:00

16A-3

ビジネスの競争

力を高める

Smart Work 

Innovation

15:30-16:30

15A-3

大臣クラウドで
実現するワーク
スタイル変革！
導入のメリット
と効果

11:00-12:00

15C-1

Win10への移行に
最適なHP管理ソ
リューションと
エンドポイント
セキュリティの
重要性

13:00-14:00

15C-2

富士ゼロックス推進

している設計プロセ

ス改革

14:30-15:30

15C-3

●朱鷺メッセ駐車場Dが増設され、入口が２つになりました。ラーメン屋に近い入口からお入りください。
●駐車場Dが満車の場合、他の駐車場D・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
Tel 025-246-8400

株式会社ジェイ・エス・エス

満員御礼

満員御礼

満員御礼

満員御礼


