ビジネスイノベーション 2017
～ＡＩ（人工知能）・ＩｏＴ・働き方改革・制度改正～
先行事例が実証する“画期的な一手”
拝啓

貴社ますますご清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、厚くお礼申し上げます。
今回「ビジネスイノベーション2017」を開催いたします。
多くのお客様にご来場いただき、「ＡＩ（人工知能）・ＩｏＴ等の最新技術」
「働き方改革」「制度改正」など、お客様に最新情報をご提供させていただく絶好
の機会となっております 。
ご多用とは存じますが、万障お繰り合わせの上 、ご来場賜りますようお願い
申し上げます。
敬 具
2017年６月吉日

参加無料／事前登録制

7 月 20 日（木）21 日（金）

１０：３０～１７：００

日 時
日時

２０１7 年

会 場
会場

エフピコ Rim7 階「ものづくり交流館」
セミナー：セミナールーム

A・B

展示：市民ギャラリー

住所：広島県福山市西町１丁目１－１
TEL：０８４-９７３－７７８７
主

催

株式会社アクトオフィスサービス
後

援

富士通株式会社
株式会社富士通マーケティング
株式会社オービックビジネスコンサルタント
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
株式会社サトー
東レ ACS 株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社
（順不同）

JR 福山駅から徒歩 5 分
駐車場：１時間無料

展示のご案内

働き方改革

業務ツール

セキュリティ

アパレル

FUJITSU Software LiveTalk ダイバーシティ・コミュニケーションツール

安全で快適な NAS の賢い選択は QNAP で決まり! 高速で大容量にも対応できます

富士通株式会社

株式会社フォースメディア

多言語音声認識と、AI を搭載した翻訳エンジンに対応し、富士通独自の技術

QNAP はミドルクラスの NAS です。ローエンドの NAS と比較して差別で

によって即座に翻訳内容をテキスト表示。従来の聴覚障がい者向けだけでな

きる機能を備えており、製造・医療・文教等様々な業種で導入事例が増えて

く、多言語間でのリアルタイムなコミュニケーションを実現します。

います。NAS をご使用されている企業様は是非お立ち寄りください。

ID リンク・マネージャー長時間残業抑止

「見える」が変わる。EIZO の最先端の「見る」を体験！

富士通株式会社

EIZO 株式会社

厚生労働省より示されている「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措

新規格 USB

置等に関する指針」に対応する為、既存の勤怠管理システムと連携して、お

デスクトップ環境で、省スペースですっきりスマート！！

kari

Type-C 対応のモニターで、働き方改革をサポート！スマート

客様従業員によるパソコン利用を管理・制御することができます。

『手のひら静脈認証』採用の勤怠管理/打刻パッケージ きんむ＠君ex／きんむ＠君ex.TR

経営の見晴らしがグンとひろがる。ビジネスの変化に素早く対応。～GLOVIA きらら～

富士通株式会社

富士通株式会社

「きんむ＠君 ex」と手のひら静脈認証連携で簡単打刻、本人打刻（不正打刻

業界固有業務や商習慣に合わせて 3 種類から選べるきらら販売。

防止）、出退勤集計、ネットワーク対応で複数拠点の状況把握、既存人事給与

自社導入、クラウド利用とお客様導入形態に合わせて選べるきらら会計、人

システムとの連携実現。打刻機能に特化した「きんむ＠君 ex.TR」のご紹介。

事給与。

稼ぐ企業の賢い地図(GIS)の使い方

Office365 相談会（7/21 のみ）

富士通株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社

オリジナル地図システムを容易に作れるサービスです。上手に使って稼いで

クラウドサービスのＯｆｆｉｃｅ365。ファイル共有・オンラインストレー

頂いているお客様の事例を中心にご紹介します。

ジは便利？Web 会議はどんな感じ？月額を払ってまで使うメリットは？等導
入前後で気になる事をご相談ください。意外な使い方も発見できるかも。

IoT Solution UBIQUITOUSWARE 安全管理支援ソリューション

奉行 10 シリーズ、OMSS＋業務サービス

富士通株式会社

株式会社オービックビジネスコンサルタント

センサーを組み込んだウェアラブルデバイスを用いて、熱中症の危険度が高

【働き方改革＝勤怠管理】ではありません。いま話題の働き方改革、何から

い環境下にいる作業員や一人作業を行っている作業員を遠隔地からでも見守

はじめれば良いかわからないという企業様も多いのではないでしょうか。収

ることができるソリューションです。

益を落とさず今すぐに取り組める働き方改革の手法をご紹介します。

支出の見える化と業務効率化で調達業務の課題を解決 間接材調達支援サービス

紙文書を主に一元管理で生産性向上のご紹介 ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ映像情報の活用をご紹介

富士通コワーコ株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

クラウドでの調達システムの提供と業務サポートにより、安価に確実なコス

・最新複合機で業務の効率化、紙文書の電子化促進ソリューション

ト削減を実現するサービスです。発注取次・見積取得・在庫管理等の機能と、

imageWARE Desktop + imageRUNNER ADVANCE C5535F

実績を分析する支援サービスでコスト削減をサポートします。

・あらゆる分野で活用されているﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ映像ソリューション

教育レスの庫内作業支援ツール「Visual Warehouse」のご紹介

「中小企業向け業務 ERP ソリューション」「BCP(事業継続計画)対策」のご紹介

株式会社サトー

株式会社ミロク情報サービス

独自で開発した最短経路アルゴリズムと作業者誘導法により作業者の経験値

①企業価値の創出・向上へ、知的生産性を高める経営情報生産システムとし

に依存されない生産性を教育レスで実現する倉庫作業者支援ツールをご紹介

ての ERP。②大切な業務データを守るため、財務・会計ソフトのプロだから

します。

こそ提案できる情報セキュリティ対策。

グローバルサプライチェーンとＲＦＩＤと組み合わせたソリューションのご紹介

３D プリンターが造りだす新しい世界とドローンを使用したレーザー測量のご紹介

株式会社サトー

株式会社 NCP サプライ

商品調達から店舗配送までのグローバルサプライチェーンにＲＦＩＤを組み

３D プリンター造形実演、各種３D プリンターで作成したサンプル展示。

合わせる事によって得られる効果をご紹介します。

レーザースキャナー搭載ドローンで測量した地形データのソリューション。

コミュニケーションのカタチが変わる。【インタラクティブ・プロジェクター】

毎月定額で使用可能できる A3 複合機 5 年間無償保証＆5 年分の消耗品込み

エプソン販売株式会社

株式会社沖データ

会議、プレゼンに、インタラクティブ・プロジェクターの活用をご提案しま

5 年間無償保証に加え、5 年分相当の消耗品が本体に含まれた斬新な複合機

す。

です。お客様の経費管理の手間や心配を省きます。

業種別ネットワーク製品のご紹介

ＮＪＫ（ＮＴＴデータグループ）の最新オリジナルソリューションをご案内

株式会社バッファロー

株式会社エヌジェーケー

法人様にあると便利な NAS、無線、カメラなどの製品をご紹介、ご質問に回

導入実績 7 万本以上、導入即運用ＢＩツールの決定版『DataNatureSmart』、

答します。

また、手書き文字認識率国内トップクラスの帳票ＯＣＲ『FormOCR』を豊
富な事例を交えてご紹介します。

Cisco Spark /TelePresence

CONPROSYS にてリアルな産業用 IoT を実現します

シスコシステムズ合同会社

株式会社コンテック

Cisco Spark /TelePresence との連携で今まで会議をよりシンプルに、場

クラウドデータサービスで、多拠点の稼働管理・予兆保全のデータ蓄積・グ

所やデバイスに制限をされない新しいコミュニケーションをご提案します。

ラフ化が行えます。また、センサーや制御機器に接続することで、監視制御
を WEB HMI とスクリプト制御(VTC)にて実現出来ます。

働き方改革

業務ツール

セキュリティ

展示のご案内

アパレル

FUJITSU セキュリティソリューション AZSECURITY（アズセキュリティ）

新 AOS 縫製仕様書システムのご紹介

富士通株式会社

株式会社アクトオフィスサービス

今、必要とされるセキュリティ対策をクラウド型でお手軽にスタートできる

Windows10 タブレットＰＣ対応。新しい機能を搭載した新仕様書作成シス

ソリューション群です。セキュリティについて『何から始めてよいかわから

テムです。より高品質な縫製仕様書をスピーディに作成可能にします。

ない』『運用負荷が高い』等のお悩みを持つお客さまにオススメです。
安定稼働が必要な業務システム用にぜひご検討ください。

アクトシステムズ IS サービス

クレアコンポⅡ Version４をリリース

株式会社アクトシステムズ

東レ ACS 株式会社

弊社データセンターに構築された高信頼の冗長化構成環境上の IaaS サービ

クレアコンポⅡv4 の特徴は、
「線」を直観的に操作ができる新しいメニュー

スです。

を追加し、また、お客様からの意見を反映した操作性や機能も改善しました。

ご希望のスペックの仮想サーバをご提供可能です。

顧客満足度 No.1 ウイルス対策ソフト『ESET』に乗り換えませんか

テキスタイル・アパレル デジタルプリント

キヤノン IT ソリューションズ株式会社

株式会社ミマキエンジニアリング

「高い検出率」と「動作の軽さ」を特長に持つウイルス対策ソフト。ご利用

弊社は本格的な捺染プリンタから、手軽に始められる昇華・ラバーの転写シ

中の他社ウイルス対策ソフトの残り期間を無駄にせず、ESET の契約期間に

ステムまで国内メーカー随一のラインアップをそろえております。

延長保証が可能なサービスを活用し、計画的な乗換検討をしてみませんか。

今回は昇華転写システムを出展します。

パソコンのセキュリティ対策と働き方改善へのサンワサプライからのご提案

デザインシミュレーションとデータ管理ソリューション

サンワサプライ株式会社

株式会社トヨシマビジネスシステム

パソコン用セキュリティ製品の展示を行ないます。

デザインソフト「4DboxPLANS」を活用し、画像管理ソフト「ImageDrawer」

働き方改善として、上下昇降デスクを展示いたしますので、ぜひご体感下さ

で画像ごとに振り分け、データを管理しながら運用することでデザイン作成か

い。

らデータ管理まで一括してワークフローを確立できるソリューションです。

次世代マルウェア対策から内部漏えい対策まで

業界シェア NO1． 早くて、美しい印字を実現 アパレル業界用印字プリンター

エムオーテックス株式会社

株式会社エイポス

IT 資産管理・内部情報漏えい対策からマルウェア対策までエンドポイント管

ケアラベル用プリンター

Mercury230Ⅰ

理を統合。AI を活用した次世代型マルウェア対策により流入経路追跡まで実

単枚ラベル用プリンター

Venus211

現します。

顧客分析とセキュリティに活用可能なハイブリッド型顔認証ソリューション

目視評価から数値管理へ「色」を測る計測機器

株式会社アリス

コニカミノルタ株式会社

顔画像データを照合し入退出管理や特定人物検知が行えます。認識データは

ハンディ色彩色差計

CR-400

特徴量として保存し、全て暗号化処理を施しているため、セキュリティのニ

ハンディ分光測色計

CM-700d

ーズに応えます。

Web 版アパレル販売管理システム(Version.2.1)

Ｔシャツプリンターとレーザーカッターのご紹介

株式会社アクトシステムズ

セルカム株式会社

アパレル業界向けに特化した販売管理システム（業界特有のカラー・サイズ

精細に、高速に、綿素材に直接プリントできる T シャツプリンターでプリン

展開での受注出荷、販売管理業務）をデモ形式で紹介します。

トの実演。COMNET レーザー加工機 C180Ⅱを展示します。
SC-F2000：ガーメントプリンター

BtoB Order System（得意先向け発注システム）のご紹介

プロジェクター柄合せ一枚切り自動裁断機の実演

株式会社アクトシステムズ

株式会社ナムックス

アパレル業界向けの得意先に対し在庫情報、発注機能を提供する得意先向け

一枚切り自動裁断機Ｘ－ＣＡＭとプロジェクター柄合せシステムを副資材を

発注システムをデモ形式で紹介します。

使用しない消費電力も少ない省コスト省エネ自動裁断機です。
プロジェクター柄合せ裁断の実演を行います。

自動仕分システムＡＴＡ

IoT×AsReader ― IoT を更に進化させる AsReader ―

株式会社アクトシステムズ

株式会社アスタリスク

アパレル商品およびシューズ商品の出荷仕分けを自動システム化し、

トヨタ自動車を始めとする製造業、東急ハンズ等の店舗企業、大学病院、大

作業人員・作業時間・出荷ミスの大幅削減、納品精度の高い出荷を可能にし

手物流会社などの実績をもとに、スマートフォンなどの汎用端末を用いた業

ました。

務改善をご提案します。

●お申込み用ＱＲコード
掲載の内容は変更される場合があります。予めご了承ください。
出展内容確認やキャンセル、その他確認事項に関しましては、担当
営業までお気軽にお問合せください。

注意事項 ■ご来場・セミナー受講に関しては、事前申込制となります。
■担当者もセミナーに参加いたします。そのため、ブース説明員および担当者が不在となる
ケースもございます。あらかじめご了承ください。

セミナーのご案内
働き方改革

7 月 20 日（木）
11:00～12:00

業務ツール

セキュリティ

アパレル

人工知能と流入経路追跡で実現する標的型攻撃・ランサムウェア対策

エムオーテックス株式会社

吉村

肇氏

シグネチャ型での対策が限界を迎えつつある中、次世代のセキュリティは AI の活用に期待が高まっています。防げない事を前提とした対策ではな

セ
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く、如何にしてマルウェア感染を防ぐか？全く違うアプローチ紹介します。

13:30～1４:５0 労働法改正を見据えた今から企業に求められる準備～働き方改革～
社会保険労務士法人サトー

今田 信吾氏

◆過重労働にかかわる法規制の最新動向
◆働き方改革の概要と実現のための全体像
◆長時間労働是正のための 4 つの具体策と事例

15:20～16:20 グローバルサプライチェーンにＲＦＩＤを組み合わせた
商品調達＋物流業務のコスト削減
株式会社サトー

ソリューション事業統括部

営業グループ

課長

高山

暁氏

グローバルサプライチェーンを取り巻く環境は年々多様化しており、海外調達の現場は、様々な課題を抱えております。また、販売チャネルの広
がりや他社との競合により、早く正確に売れる在庫にする事が求められます。そこで、商品調達から店舗配送までのグローバルサプライチェーン
にＲＦＩＤを組み合わせる事によって得られる効果を、弊社クラウドサービスと事例を元に説明します。

セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
Ｂ

IoT×AsReader ― IoT を更に進化させる AsReader ―

1４:０0～1４:４５
株式会社アスタリスク

代表取締役社長

鈴木

則之氏

トヨタ自動車を始めとする製造業、東急ハンズ等の店舗企業、大学病院、大手物流会社などの事例をもとに、スマートフォンなどの汎用端末を用
いた業務改善のご紹介。当社 AsReader が如何に IoT を加速し、業務改革に貢献するかを、お見せしたいと考えています。

1５:０0～1６:３0

Web アプリケーション自動生成ツール『WebPerformer』の活用

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

金子

元彦氏

ノンプログラミングで Web アプリケーションを 100%自動生成するマルチブラウザ対応の超高速開発ツールで開発時間の短縮を実現するシステ
ム開発革新をご紹介します。

7 月 2１日（金）
11:00～11:50 企業の成長に向けたＩｏＴ活用の第一歩
～Ｉｏｔ活用事例の効果と検討プロセスについて～
株式会社富士通マーケティング

商品戦略推進本部

戦略プロモーション統括室

石井

大五氏

IoT 活用に期待が高まる中、関心はあるもののどのように第一歩を踏み出していくべきかと悩まれている企業様に向け、その一歩を踏み出すきっ
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かけとなる活用事例や効果、検討プロセスについてご紹介させて頂きます。

13:30～1４:３0 猛威を振るうサイバー攻撃・脅威と対策
株式会社富士通マーケティング

商品戦略推進本部 ＩＣＴビジネス推進部

本橋

太一氏

標的型攻撃、ランサムウェアなどのサイバー攻撃が多発しており、世界的にも甚大な被害が発生しております。本セミナーでは、これらのサイバー
攻撃の現状について解説を行うとともに、自衛手段として「BSTS 標的型攻撃対策 FFRI yarai」「BSTS Web 改ざん検知」などのサイバー攻撃対
策ソリューションをご紹介します。

15:00～16:00

今なぜ『働き方改革』か、真の目的と企業の進むべき道
～富士通マーケティングが実践する「働き方改革」のポイント～

株式会社富士通マーケティング

商品戦略推進本部

戦略プロモーション統括室

担当部長

田中

貴之氏

在宅勤務やオフィス移転などの自社実践者が、体験談を踏まえて『働き方改革』をご紹介いたします。まず小規模から始めたい企業様に向けて、
取組みの全体像と活動の目的について解説します。

セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
Ｂ

１１:００～１１:５０

経営者が突然「働き方改革」と言い出したら

ダイワボウ情報システム株式会社

Office365 販売サポート

森下えみ氏

政府の取組みや多くの企業で課題となっている「働き方改革」をテーマに、生産性の向上に役立つマイクロソフトのクラウドサービスの活用方法
をご紹介します。経営者が突然「働き方改革」と言い出したときの提案例になります。
7 月 21 日（金）のみですが市民ギャラリーで相談会も行います。
新しいサービスへの移行時には色々気になることがあります。
導入前にどのような準備が必要？導入することで生産性が上がる？同業他社の導入事例は？セキュリティは万全？どのプランで契約するのがベス
ト？ライセンス・ユーザ管理の方法は？等セミナーで聞けなかった事を解決するため、相談会と併せてご活用ください。

