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働き方改革を通じて、

お客様を Smart Work へ導く
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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。

開催にあたり

11/15(水) 13:30 – 15:00 開場13:00 定員300名15K-1 11/16(木)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2F メインホールA

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

働き方改革、グローバル化の加速、ビジネスモデルの多様化

など、私たち企業を取り巻く環境は大きく変化してきていま

す。そのため、このめまぐるしい変化を的確に捉えるチカラ

が求められています。企業は、増え続ける膨大な情報を効率

的に活用し、飛躍的に生産性を高めるコミュニケーションの

あり方を模索する必要があります。

いま、特に情報通信分野において、自社だけでなく企業の

垣根を越え、様々なICT、リソースを駆使して連携/協調し、

社会全体の生産性をあげるプラットフォーム（エコシステ

ム）を構築・活用することが企業成長の肝となっています。

この度ご案内するイベントでは、『働き方改革を通じて、

お客様を Smart Work へ導く』をテーマに、富士ゼロックス

のSmart Work Gatewayを具現化しご案内いたします。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、オール富士ゼロックス

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、ぜひともご来場賜りたくご案

内申し上げます。

敬具

1966年、谷田製作所（現：株式会

社 タニタ）に入社。

取締役開発部長等の要職を経て

1985年に株式会社タニタ代表取締役社長に就任。世界初の家

庭用体脂肪計・体組成計を開発・販売し、赤字状態だった同社

を、ヘルスメーター売上世界No.1企業へと成長させた。在任

中は海外主要国にて会社設立。

株式会社タニタ総合研究所所長退任後、赤字企業の経営及びコ

ンサルティングを行い、現在数社が上場を目指す程の効果を上

げている。

講演では赤字企業を世界No.1企業に導いた経営手法、高い

注目を集めた「タニタの社員食堂」を生み出した経営マインド

を伝授する。日本企業の飛躍をめざし、理論と実体験に基づい

た考え方を講話する。

1960年、愛媛県生まれ。

スポーツ紙や流通紙の記者を経てフリー

のスポーツジャーナリストとして独立。

オリンピック、サッカーＷ杯、メジャー

リーグ、ボクシング世界戦など国内外で幅広い取材活動を展開

中。

東北楽天ゴールデンイーグルス経営評議委員。日本サッカー

ミュージアムアドバイザリーボード委員。テレビのスポーツ

ニュースや報道番組のコメンテーター、講演活動と幅広く活動

中。

[HP] http://www.ninomiyasports.com/

株式会社タニタ 前代表取締役社長
経営コンサルタント

谷田 大輔 氏

変革の瞬間
～赤字会社を世界No.1に～

スポーツジャーナリスト
株式会社スポーツコミュニケーションズ

代表取締役

二宮 清純 氏

勝つリーダー、
負けるリーダー

■職歴・経歴

１９６６年 株式会社タニタ製作所(現株式会社タニタ)入社

１９８５年 タニタ販売株式会社 代表取締役社長

１９８７年 株式会社タニタ 代表取締役社長

２００８年 株式会社タニタ 代表取締役会長

２０１０年 株式会社タニタ総合研究所代表取締役所長

２０１１年 株式会社エコ配 取締役会長

ジェムスロンドン株式会社 取締役社長

株式会社パワーサイクル 取締役会長

２０１３年 ３月 株式会社タニタ総合研究所代表取締役所長

退任

■主な著書

「スポーツ名勝負物語」（講談社現代新書）

「勝者の思考法」（PHP新書）

「スポーツを『視る』技術」（講談社現代新書）

「野村克也 知略と戦略」（PHP研究所）

「一流アスリートの“身体脳力“」（富家孝氏との共著・青春新書）

「変われない組織は亡びる」（河野太郎議員との共著・祥伝社新書）

ＢＳ朝日での一流アスリートとの対談をまとめた

「勝負の瞬間（とき）」（角川マーケティング）

「対論勝利学」（第三文明社）

「プロ野球“衝撃の昭和史”」（文春新書）

「プロ野球名人たちの証言」（講談社現代新書）

「最強の広島カープ論」（廣済堂新書）

など著書多数。

最新刊は「広島カープ 最強のベストナイン」（光文社新書）
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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。

展示・デモコーナー 会場 朱鷺メッセ2F メインホール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：2017年11月15日(水)・16日(木) 会場：朱鷺メッセ2F メインホールA・B 中会議室・小会議室

2つのSmartWorkコースを体感いただくことで、働き方をより

Smartに！より効率よく！

働き方改革を進める中で、どうしてもぶつ

かる問題はありませんか？

お客様が抱える業務の悩みは様々です。

そのお悩みを解消するヒントにしていただ

くために今回は2つの仮想オフィスコース

をご用意しました。

お客様のお悩みに合わせて、仮想オフィス

をご体感いただくことで、働き方を変える

きっかけやヒントにしていただけると幸い

です。

●Smar tWorkものづくりコース

体感ツアー開催！

実際の業務の流れの中で改善できる

ヒントを体感できます。

●Smar tWorkオフィスコース

体感ツアー開催！

オフィスの中でこんな業務が改善で

きるというヒントを体感できます。

●Pr in t  On Demandブース

●多彩な共通展示ブース

-2-



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2017年10月現在のものです。

〒950-0087 新潟市中央区東大通1-2-23 北陸ビル2F Tel 025-246-1313 Fax 025-246-1319

http://www.fujixerox.co.jp/ngx/
おすすめ

 すべての業種

富士ゼロックス東京株式会社

ＧＡ営業部 Ｊｏｂクリエーショングループ

鎌形 明 氏

オンデマンドプリンターと各種マテリアルの効果的な活用事例

のご紹介です。富士ゼロックスのプリンターで使える！こんな

紙？え、紙じゃない？

なにこの名刺？こんなマテリアルまで・・・

オンデマンド印刷ならではの、新たな提案に活かせる様々なマ

テリアル活用例をご紹介いたします。

10:30～11:30 受付開始 10:2015B-1

オンデマンドプリンターと特殊マ

テリアルでこんなコトできます！

今一押しのPOD活用はこれだ！

生産管理システムを導入しても中々立ち上がらない、イレギュ

ラー業務の対応がなくならずカスタマイズ費用がかさむ、開発

が終わったころには市場ニーズが変わってしまっていた。実は

その原因は“すべてをシステムで対応しようとすること”にあ

ります。“しくみ”の作り込みをすることで、システムをシン

プル化し、導入費用と時間を抑えることができます。スピード

経営の実現に向けた生産管理システム導入のポイントをご紹介

します。

おすすめ ● 個別受注の製造業様向け

中小企業診断士、システムアナリスト

小林 幸宏 氏

13:15～14:15 受付開始 13:0515A-2

生産管理システム導入のポイント

～成功の秘訣は”しくみ”にあり!～

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(水)

下川 眞季 氏

モノづくり・匠の技はフィールウェアの時代へ！

～ “かわいい”のわざが世界を変える～

2013年に日本感性工学会主催の

“かわいい”感性デザイン賞で入

賞した新潟県燕三条の中小企業3社と共に、弊社が発足した

『フィールウェア・プロジェクト』を披露します。

ソニー時代の2001年12月、技術交換会のパネルディスカッ

ションから生まれた、ハードウェア、ソフトウェアに次ぐ第3の

ウェア、フィールウェア。2015年7月、日本独特の“かわい

い”という感性とモノづくりの匠の技を融合し、英国ロンドン

で開催された【ハイパージャパン】に出展。10年以上の時を超

え、場所を移し、形も変えて『フィールウェア』は蘇り、復活

の時を迎えました。

“かわいい感性”という情報を、“匠の技”で表現した

『フィールウェア』。日本独特の“感性モノづくり”を世界に

発信する中小企業のプロジェクトをお楽しみください！

● 講師プロフィール

中小企業のキラリと光る技術を

お金に変えて世界に発信する女性

エジソン。82年、女性修士エンジ

ニア第１号でソニーに入社。デジ

カメの電子シャッター特許で全国

発明表彰。瀕死の事故から奇跡的

に復活し09年に独立起業。

15:15～16:45 受付開始 15:0515B-3

おすすめ

 ものづくり部門

 新製品開発部門

おすすめ

 営業部・経営層様向け

株式会社ジェイ・エス・エス

代表取締役社長

秋田 叔之 氏

日本の人口減少は深刻な問題です。20××年には労働人口一人

当たりで４人の高齢者を支える構図になります。それは長時間

労働でカバーするのでしょうか。女性の社会進出の妨げとなる

育児と仕事の両立は放置して良いのでしょうか。「働き方改

革」は、このうな弊害を乗り越えることにあります。私たちの

ＩＣＴソリューションはそれを解決でます。それがセールス

フォース、クラウドとＡＩのお話をぜひ聞きに来てください。

10:15～11:15 受付開始 10:0515A-1

営業現場の「働き方改革」による

生産性向上 ～salesforce～

おすすめ

 すべての業種

一般社団法人日本テレワーク協会

専務理事

中山 洋之 氏

日本では少子高齢化による労働人口減少が急速に進む中、持続

的な経済成長のために更なる生産性の向上、新たな価値創造や

イノベーションが求められています。そのためには、多様な人

材の活躍を可能にするワークスタイル変革が重要です。その極

めて有効な手段として注目を集めているテレワークについて、

概況、効果、最近の主な動き、事例、導入に向けた課題等につ

いてご紹介します。

14:45～16:15 受付開始 14:3515A-3

ワークスタイル変革を促進する

テレワーク

■ものづくり ■POD ■DocuWorks ■基調講演・その他セミナー

ま さ き

 女性活躍推進者様向け

 すべての業種

Now
Printing
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著書「かわいい」のわざが世界を変える: 

フィールウェアという発想

▲
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おすすめ

 これからDocuWorks購入を検討されている卸業の方

 DocuWorksをあまり活用されていない卸業の方

富士ゼロックス新潟株式会社

営業推進グループ 後藤 歩美

DocuWorksをお使いの卸業の方がよく使っている方法をご紹介し

ます。実際に操作して使い方を体験できます。またお仕事バー

を使った｢DocuWorks業務支援ソリューション 電子化 契約書

管理｣をご紹介いたします。

体験型 卸業様向け DocuWorksの便利な使い方

おすすめ

 すべての業種

富士ゼロックス神奈川株式会社

サービス営業部

ソリューションサービスサポート課

藤掛 浩 氏

ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks」を活

用し、DocuWorksでできること・活用方法と、最新複合機+クラ

ウドサービスを組み合わせて業務効率向上、コスト削減、働き

方改革を実現した改善事例をご紹介いたします。無駄な紙の削

減から、申請・報告、承認業務を完全電子化し、処理時間を大

幅に短縮した事例まで、今すぐに実現できるオフィスの課題解

決をイメージしていただけるセミナーです。

最新複合機とDocuWorks・クラウド

活用で今すぐできる業務改善

おすすめ

 情報システム管理者向け

ソフトバンク コマース＆サービス株式会社

HCI&Storage販売推進部 HCI販売推進課

繁田 英里香 氏

仮想環境をシンプルにできるハイパーコンバージドインフラ

（HCI)が、現在市場で大きな注目を集めています。HCIを導入さ

れたお客様からは、「シンプルな構成で仮想環境の管理が楽に

なった！」「サーバー環境を集約することができた」「拡張や

構成変更も簡単にできる」などの絶賛の声をいただいておりま

す。本セミナーでは、各社のHCIの比較や導入事例を交えながら

HCIのメリットについて紹介させていただきます。

15:00～16:00 受付開始 14:5015C-3

注目の次世代仮想化基盤

ハイパーコンバージドインフラ

まるわかりセミナー

働き方改革が叫ばれる中、残業時間削減などの「ルール」だけ

が先行していませんか？

本セミナーでは、働き方を効率化する「ツール」であるkintone

の活用方法をご紹介させていただきます。業務改善クラウド

kintone で、日々の業務に必要なシステムを現場主導で作成し、

紙やエクセルの非効率な業務から脱却しましょう。kintoneで業

務改善に成功されたお客様の事例とともに、業務を見直すポイ

ントをお伝えします。

サイボウズ株式会社

営業本部 パートナー営業部

小網 裕太 氏

13:15～14:15 受付開始 13:0515C-2

ルールだけではなく、

ツールで新しい働き方を

〜kintoneで今日から始める業務改善〜

おすすめ

 これからDocuWorks購入を検討されている方

 DocuWorksをお使いのお客様で基本的な操作を知りたい方

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。またお仕事バーを使った｢DocuWorks業務支援ソ

リューション 電子化 契約書管理｣をご紹介いたします。

15:15～16:30 受付開始 15:0515D-3

DocuWorksスクール 初級

13:45～14:45 受付開始 13:3515B-2

おすすめ

 すべての業種

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

第二グループ グループ長

本間 裕一 氏

過重労働解消や労基署調査、働き方改革、改正労働基準法への

対策は万全ですか？政府は労働基準法を改正し残業時間の上限

を設け、上限を超えた場合は罰則を導入して規制する方向で進

めています。残業時間の管理は今まで以上に正しく管理される

ことが求められます。本セミナーでは、「勤怠管理サービス」

を使って、残業時間の計算はもちろん勤怠管理で課題となる部

分の解決方法について具体例を交えてご説明いたします。

10:45～11:45 受付開始 10:3515C-1

「働き方改革」は社内の勤怠管理

の見直しから ～勤怠管理サービ

スで労基署対策！～

おすすめ

 これからDocuWorks購入を検討されている製造業の方

 DocuWorksをあまり活用されていない製造業の方

富士ゼロックス新潟株式会社

営業推進グループ 後藤 歩美

DocuWorksをお使いの製造業の方がよく使っている方法をご紹介

します。実際に操作して使い方を体験できます。またお仕事

バーを使った｢DocuWorks業務支援ソリューション 電子化 契

約書管理｣をご紹介いたします。

10:15～11:30 受付開始 10:0515D-1

体験型 製造業様向け DocuWorksの便利な使い方

13:00～14:15 受付開始 12:5015D-2

富士ゼロックス新潟株式会社

営業推進グループ 後藤 歩美

おすすめ

 総務・人事部門様向け
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 新しい使い方を知りたいお客様

 さらにDocuWorksを活用したいお客様
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クラウドの導入が進む昨今、企業が働き方改革を進める効果的

な活用方法が必要です。当社は、パブリッククラウド（AWS及

びGCP）と既存データセンターを組合せてハイブリッドクラウド

環境を構築し、基幹及び商材システム基盤として活用してきま

した。本セミナーでは、クラウド導入初期から活用拡大に至る

ストーリーをご紹介し、直面した課題と解決のアプローチ、そ

の結果得られた変化・改善についてお伝えいたします。

おすすめ ● 情報システム管理者様向け

富士ゼロックス株式会社

ソフトウェア開発本部クラウド統括

山泉 亘 氏

15:15～16:15 受付開始 15:0516A-3

富士ゼロックスがクラウド活用で

得た改革の力とは

Ｓｋｙ株式会社

ＩＣＴソリューション事業部

システムサポート部

政府が推進する「働き方改革」とは？なかでも重視される長時

間労働対策として、PCの操作ログから、社員の勤務時間を

「SKYSEA Client View」の機能を利用して把握します。また、テ

レワークのセキュリティ対策についてもご紹介します。

10:30～11:30 受付開始 10:2016B-1

「働き方改革」の実現に向けた

PCのログ活用術

アドビ システムズ 株式会社

マーケティング本部

Creative Cloud ビジネスマーケット部

マーケティングマネージャー

岩本 崇 氏

Creative Cloudが、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。

13:15～14:45 受付開始 13:0516A-2

【印刷市場様向け】
Adobe Creative Cloud最新情報

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(木)

関ものづくり研究所

代表

関 伸一 氏

IoTで変わる中小企業のものづくり

ものづくり企業の競争力強化を目的とした取り組みの一環と

して、IoTの活用が大手企業を中心に進められています。そ

して行政もIoT、AIへの強力な支援を始めています。

一方、多くの中小企業においては「IoT活用の目的は何なの

か」、「IoTは何に役立つのか」といった疑問の声も聞かれ、

取組も総じて進んでいません。これは3D-CADをはじめと

したデジタルエンジニアリングツールにおいても同様です。

自動車業界がEVや自動運転に大きく舵を切ろうとする状況

の中、このままではものづくり企業として生き残れるかどう

かの瀬戸際に立たされると言っても言い過ぎではありません。

本セミナーでは、中小企業の競争力強化の為に、具体的な事

例を含めたIoT活用方法を紹介し、また、改めてデジタルエ

ンジニアリングの重要性を再確認します。

● 講師プロフィール

芝浦工業大学工学部機械工学科卒業。

ローランド ディー．ジー．(株)では生産

システム「デジタル屋台」を開発。多く

のメディアに取り上げられ、それに関す

る論文が「日本経営工学会」及び「日本

IE協会」により表彰された。（株）ミスミグループ本社では、製造子会

社の駿河精機（株）本社工場長、生産改革室長、環境・品質推進室長・

関西工場管掌役を兼務。関ものづくり研究所を設立。

2013年10月～ 日経BP社主催「日本の強い工場アワード」審査員

2014年4月 特定NPO法人「三次元設計能力検定協会」理事

日経BP社「日経ものづくり」に連載（2012年～2013年）

現在「ニューモデルマガジンX」誌に「関伸一のものづくり直言」を連載

中。

15:15～16:15 受付開始 15:0516B-3

おすすめ

 ものづくり部門

おすすめ

 すべての業種

富士ゼロックス神奈川株式会社

サービス営業部

ソリューションサービスサポート課

藤掛 浩 氏

ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorks」を活

用し、DocuWorksでできること・活用方法と、最新複合機+クラ

ウドサービスを組み合わせて業務効率向上、コスト削減、働き

方改革を実現した改善事例をご紹介いたします。無駄な紙の削

減から、申請・報告、承認業務を完全電子化し、処理時間を大

幅に短縮した事例まで、今すぐに実現できるオフィスの課題解

決をイメージしていただけるセミナーです。

10:15～11:15 受付開始 10:0516A-1

最新複合機とDocuWorks・クラウド

活用で今すぐできる業務改善

■ものづくり ■POD ■DocuWorks ■基調講演・その他セミナー

 生産効率化したい方向け

Now
Printing

15:30～16:30【メインホールA】 受付開始 15:2016A-4

おすすめ ● すべての業種

おすすめ ● 印刷業・デザイン業様向け

プロの表現力を簡単に実現！

Creative Cloud環境での内製化ワークフローと、

押さえるべきポイント（Photoshop / Illustrator）

おすすめ

● 印刷物の内製化を

検討しているお客様
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 新しい使い方を知りたいお客様

 さらにDocuWorksを活用したいお客様

アドビ システムズ 株式会社 マーケティング本部

Creative Cloud ビジネスマーケット部

マーケティングマネージャー

岩本 崇 氏
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おすすめ

 これからDocuWorks購入を検討されている税理士や社労士業の方

 DocuWorksをあまり活用されていない税理士や社労士業

富士ゼロックス新潟株式会社

営業推進グループ 後藤 歩美

DocuWorksをお使いの士業の方がよく使っている方法をご紹介し

ます。実際に操作して使い方を体験できます。またお仕事バー

を使った｢DocuWorks業務支援ソリューション 電子化 契約書

管理｣をご紹介いたします。

体験型 士業様向け DocuWorksの便利な使い方

※説明はP4 15D-3をご覧ください。

15:15～16:30 受付開始 15:0016D-3

DocuWorksスクール 初級

おすすめ

 これからDocuWorks購入を検討されている建設・建築業の方

 DocuWorksをあまり活用されていない建設・建築業の方

富士ゼロックス新潟株式会社

営業推進グループ 後藤 歩美

DocuWorksをお使いの建設・建築業の方がよく使っている方法を

ご紹介します。実際に操作して使い方を体験できます。またお

仕事バーを使った｢DocuWorks業務支援ソリューション 電子化

契約書管理｣をご紹介いたします。

10:15～11:30 受付開始 10:0516D-1

体験型 建設業様向け DocuWorksの便利な使い方

13:00～14:15 受付開始 12:5016D-2

おすすめ

 営業部・経営者層様向け

株式会社ＮＩコンサルティング

コンサルティング本部 リーダー

橋本 拓 氏

昨今「AI」（人工知能）の研究開発や実用化が急速に進み、テ

レビや新聞でも見ない日はありません。一方で、「このAIが我

々のビジネスや働き方にどのように影響するのか？」「そもそ

もAIで何ができるのか？」といった点には、あまり理解が進ん

でおられないかもしれません。本セミナーでは、AIは我々のビ

ジネスに何をもたらすか。AI時代の営業マンはどうあるべきか

。その未来像と方策をお伝えします。

15:00～16:00 受付開始 14:5016C-3

『AI秘書』で御社の営業活動は

こう変わる！～人口減少時代には

人工知能（AI）を自社に取り込め～

「働き方改革」の実践には企業文化、オフィス環境、制度/ポリ

シー、ICTの活用整備といった組織全体での大きな変革が必要に

なります。そんな「働き方改革」を安全、かつ簡単に実現でき

る即効性の高いマイクロソフトのクラウドプラットフォーム

「Office365」の活用方法をご紹介します。さらに労働力不足の

解消に期待の高まる「人工知能の買い方」と活用方法を簡単に

ご紹介します。

おすすめ

 すべての業種

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

清 優 氏

13:45～14:45 受付開始 13:3516B-2

Office 365 でできる簡単！

働き方改革の進め方！

おすすめ

 情報システム管理者様向け

NTTコミュニケーションズ株式会社

第五営業本部第二営業部門

中島 崇 氏

サイバー攻撃の感染経路の90%はメールからといわれていま

す。標的型攻撃にも対応する鉄壁多層のセキュリティメニュー

を兼ね備えた「Enterprise Mail」で、万全の対策をしませんか。

ご要望にあわせてお使い頂ける、導入や移行のためのサポート

もご紹介いたします。1IDあたり月額200円からとお安くご利用

頂け、導入・運用もお任せいただけるクラウドメールサービス

の決定版「Enterprise Mail」にご期待ください！

13:15～14:15 受付開始 13:0516C-2

コストパフォーマンスの高い、

『標的型攻撃対策が可能』な

「Enterprise Mail」

き よ し ま さ る

DocuWorks はおかげさまで

国内販売累計500万ライセンス達成いたしました！

DocuWorksは1996年12月「ドキュメントハンドリン

グ・ソフトウェア」と呼ばれる初のソフトウェアとして

リリース、それ以降バージョンアップを重ねてまいりま

した。最新のDocuWorks8では新機能｢お仕事バー｣を使

い、様々な業務の効率化を図れるツールにまで進化いた

し ま し た 。 今 回 の Fuji Xerox Niigata Solutions &

Services Fair 2017では、進化を遂げたDocuWorks8

の様々な使い方を展示ブース・セミナーにてご紹介して

います。展示ブースでは抽選で｢できるDocuWorks8｣が

当たるコーナーをご用意しています。DocuWorksを知ら

ないお客様・これから使いたいと検討しているお客様に

ぜひ挑戦いただければと思います。
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11月15日(水)

A B C D E

会 場 メイン
ホールA

中会議室
201A

中会議室
201B

小会議室
204

小会議室
203

定 員 300名 80名 80名 20名 10名

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

担当：

<K-1>

セミナータイムスケジュール

【基調講演】

変革の瞬間

～赤字会社を

世界No.1に～

13:30-15:00

15K-1

営業現場の「働

き方改革」によ

る生産性向上

～salesforce～

10:15-11:15

15A-1

ワークスタイル

変革を促進する

テレワーク

14:45-16:15

15A-3

「働き方改革」

は社内の勤怠管

理の見直しから

10:45-11:45

15C-1

最新複合機と

DocuWorks・ク

ラウド活用で今す

ぐできる業務改善

13:45-14:45

15B-2

■ものづくり ■POD ■DocuWorks ■基調講演・その他セミナー

モノづくり・匠

の技はフィール

ウェアの時代

へ！～ “かわ

いい”のわざが

世界を変える～

15:15-16:45

15B-3

11月16日(木)

A B C D E

会 場 メイン
ホールA

中会議室
201A

中会議室
201B

小会議室
204

小会議室
203

定 員 300名 80名 80名 20名 10名

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

ルールだけでは

なく、ツールで

新しい働き方を

Kintone

13:15-14:15

15C-2

注目の次世代仮想

化基盤 ハイパー

コンバージドイン

フラまるわかりセ

ミナー

15:00-16:00

15C-3

体験型

卸業様向け

DocuWorksの

便利な使い方

10:15-11:30

15D-1

体験型

製造業様向け

DocuWorksの

便利な使い方

13:00-14:15

15D-2

DocuWorks

スクール 初級

15:15-16:30

15D-3

【基調講演】

勝つリー

ダー、負け

るリーダー

13:30-15:00

16K-1

最新複合機と

DocuWorks・ク

ラウド活用で今す

ぐできる業務改善

10:15-11:15

16A-1

富士ゼロックス

がクラウド活用

で得た改革の力

とは

15:15-16:15

16A-3

オンデマンドプリ

ンターと特殊マテ

リアルでこんなコ

トできます！

10:30-11:30

15B-1

Office 365 でで

きる簡単！働き

方改革の進め

方！

13:45-14:45

16B-2

IoTで変わる中

小企業のものづ

くり

15:15-16:15

16B-3 『AI秘書』で御

社の営業活動は

こう変わる！

15:00-16:00

16C-3

体験型

士業様向け

DocuWorksの

便利な使い方

10:15-11:30

15D-1

体験型

建設業様向け

DocuWorksの

便利な使い方

13:00-14:15

16D-2

DocuWorks

スクール 初級

15:15-16:30

16D-3

コストパフォーマン

スの高い、『標的型

攻撃対策が可能』な

「Enterprise Mail」

13:15-14:15

16C-2

【印刷市場様

向け】Adobe 
Creative Cloud
最新情報

13:15-14:45

16A-2
生産管理システ

ム導入のポイン

ト

13:15-14:15

15A-2

「働き方改革」

の実現に向けた

PCのログ活用

術

10:30-11:30

16B-1

プロの表現力を

簡単に実現！

Creative Cloud

15:30-16:30

16A-4

｢セミナー開催予定｣

10:45-11:45

16C-1


