New Value Fair 2016
in 徳島

日 時：2016年11月11日（金）

9:30〜17:00
会 場：株式会社三井
徳島県徳島市北佐古一番町4-27
お問い合わせ：

ご招待

富士ゼロックス四国株式会社 徳島営業所

参加無料

TEL 088-625-9181
主 催：

≪会場地図≫
労働人口の減少、グローバル化といった環境の変化に対応しながら、
ステークホルダーの多様な要求に応えていかなければならない時代。
多くの企業が成長性と収益性の両立や事業の高付加価値化に向けて、
ICT の導入や企業間提携などに精力的に取り組んでいます。
そんな取り組みの中で、今ひときわ注目を集めているのが、 働き
方変革 です。創造的な働き方を実現するためには、ICT 活用はもち
ろん、現場での実践経験やそこから得られたノウハウ、意識改革が求
められているのではないでしょうか。
今回開催するNew Value Fair 2016 のテーマは、「ワークスタイ
ルイノベーション」。弊社の実践事例やソリューションを、「効率良
く仕事をする」「創造性を発揮する」「組織と人材を強化する」とい
う3つの切り口でお届けします。
新しい働き方へのヒントを紹介する本イベントへのご来場を、心よ
りお待ちしております。

徳島県徳島市北佐古一番町4-27
※お車でお越しのお客様は施設駐車場をご利用ください。

かんたん複合機ソリューション
1

すぐに見つかる
電子ファイリング術

2

例えば見積書のファイリング、整理
されずに積み上げられてしまい、必
要な時に探せないということはあり
ませんか？
複合機の簡単操作ですぐに見つかる
スキャンの方法をご紹介いたします。

見積書

どこでもプリント環境と
かんたん複合機管理

近くの複合機に出力したけど使用中、
そんな時も空いている複合機で出力
できると便利です！
また、個人、部門、機器別の利用状
況を見える化できる複合機管理サー
ビスをご紹介いたします。

見積書
契約書
注文書

空いている
複合機で印
刷可能

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。

3

どこでも確認できる！
ペーパーレスFAX

FAXが紙から電子になると業務が
どのように変わるのか？ FAXを外
出先で閲覧できるとどうなるの？
ペーパレスFAXソリューションを
ご紹介します。

効率良く仕事をする
テレワーク時代に業務を加速するクラウドソリューション
● 商品・サービス

富士ゼロックスでは海外を含めた全事業所で共通プラットフォームとし
てOffice365を導入しました。
これまでのサーバ・クライアントを利用したシステムと比較するとイニ
シャルコストは抑えられ、継続的に発生する運用管理コストも抑えるこ
とができます。弊社の導入事例をもとにご紹介します。

• Office365
• モバイル端末
• データ通信サービス
• モバイルあんしんマネジメントサービス
• WorkingFolder

● こんなお客様にお勧めです！

• DocuWorks Mobile

• 外出の多い経営層、営業部門、技術サービス部門のお客様

取引先
情報共有

オフィス

在宅勤務

Working Folder

コミュニケーション
セキュリティー
セキュリティー

Office 365

社内DB

クラウドを利用して
大容量ファイルをセキュアにやり取り

スケジュール
チャット

beat

遠隔地との効率的な
コミュニケーション

セキュアなネットワーク環境で
ライフスタイルに合わせた働き方

外出先

お客様先
ICTデバイス

外出先でのプリント

メール、
スケジュール
の確認

モバイル端末を活用した
スピーディーな営業活動

外出先でもオフィス業務が可能

クラウドで情報共有

クラウドとモバイルで「現場」をつなぐ

クラウド型グループウェア
「サイボウズ Office on cybozu.com」

DocuWorksとkintoneと連携して
現場で入力した情報がデータベースになる！
「Penconnect+Kintone」

スケジュールや
ワークフローなど
のオフィスに必要
な機能が一つに！

DocuWorksの入ったWindowsタ
ブレットで、帳票に入力した情報
が、kintoneのデータベースにアッ
プロードされます。

情報を思い通りに共有できるWebデータベース「kintone」
社内に散在する
データファイル
（Excel等）を簡単
な操作でデータベー
ス化！

文教・公共ライセンスが新登場！

● こんなお客様にお勧めです！

● こんなお客様にお勧めです！

• Excel帳票を共有しているが上書きなどのトラブルが起きて
いるお客様

• 保守点検や訪問看護など社外で帳票に記入する業務
のあるお客様

• 社外とのプロジェクトでメール+Excelデータが多くなり、
管理が大変だと感じるお客様

• 記入した紙の帳票を見ながら、Excel等に再入力して
いるお客様

出展内容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。

組織と人材を強化する
人材育成・教育ソリューション

情報セキュリティー対策

富士ゼロックスでは、2002年に e-Learningを開始し人材
育成戦略と連動した教育、研修を実施してまいりました。こ
れまでに培ってきた知見をベースとした、 ツールやサービ
スをご紹介します。

高度化・複雑化するサイバー攻撃に対して、セキュリティー
対策は企業の生命線になっています。セキュリティ強化とコ
スト削減を実現するITインフラをご紹介します。

● 商品・サービス
● 商品・サービス

• SkyDesk Mixed Learning
（クラウド型人材開発支援サービス）

• beatサービス

• MediaDEPO

• IT資産管理サービス

（動画配信・eラーニングソフトウェア）

• ITあんしんサービスパックⅡ
• モバイルあんしんマネジメントサービス

● こんなお客様にお勧めです！
•
•
•
•
•
•
•

• オフィスあんしんセキュリティー
（Symantec Endpoint Protection）

社内研修/教育の内製化をお考えのお客様
製造業での教育、技術伝承
営業向け商品情報･モバイル学習
多店舗企業のパート社員教育
トップメッセージ伝達・理念共有
大学・教育機関の講義映像の配信
医療・介護 動作学習環境

• データ通信サービス

● こんなお客様にお勧めです！
• セキュリティ対策に不安がある経営層のお客様
• 負担の軽減とセキュリティ強化を考える情報システム
部門のお客様

DocuShare文書管理ソリューション

ICカードセキュリティ

ドキュメントの電子化は業務の効率化の第一歩ですが、電
子化しただけでは効率化できません。電子化したドキュメ
ントは、その特性や目的にあった管理方法が不可欠です。
電子化したドキュメントを有効活用し、本当の業務効率化
を実現するためのソリューションをご紹介します。

株式会社ローレルインテリジェントシステムズ

「ICカード認証・暗号化などさまざまな情
報セキ ュリティ機 能を搭載したパッケ ー
ジ」です。
官公庁、金融機関（証券・銀行・信金等）、大手民間企業、
自治体様など数多くの導入実績があります。

DocuShare

● 商品・サービス

文書

格納
• DocuShare 7.0
DocuWorks 8
DocuWorksトレイ 2
文書属性プラグインfor DocuWorks

● こんなお客様にお勧めです！
• 文書管理に課題があるお客様
• DocuWorksを発展的に活用したいお客様

総務・人事・経理部門向けソリューション
総務/人事/経理部門の皆様にとって関心の高い、法規制に
関連する業務（ストレスチェック、改正個人情報保護法、
番号利用法、消費税増税など）に対応した、ソリューショ
ンを幅広くご紹介します。

ICカードによる
本人認証

デバイスの
アクセス制御

機密ファイルの
暗号化

各種ログの
収集

監視カメラ
マルチアイシステム

株式会社ドッドウェル ビー・エム・エス

最先端 FULL HDシステム

● 商品・サービス
DHC̲P

• 奉行シリーズ（OBC）
累計56万社の導入実績！
企業規模に合わせた導入、将来の成長にも対応！

● こんなお客様にお勧めです！
• 法改正に適切に対応したいお客様
• 総務・経理の業務を効率化したいお客様
出展内容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。

マルチアイシステムは、
1台のカメラで周囲
360°の撮影を可能に
した、全方位カメラシス
テムです。

アナログ方式防犯カメ
ラで施設されている同
軸ケーブルを流用して
FULL HDに。

●こんなお客様にお勧めです！
• 患者や入居者の確認のために
• 店舗などの防犯・抑止のために
• 工場の監視や記録のために

組織と人材を強化する
設計図面や設計情報の管理・共有

ものづくり見える化

Web統合情報管理システム ArcSuite Engineering

製造現場のデータ活用の効率化に向けて、「情報収集」「情
報分析」「打ち手」の一連の流れの実現を支援するソリュー
ションをご紹介いたします。

ArcSuite Engineeringは「文書管理」「ワークフロー」
「コラボレーション」「複合機連携」の4つの機能で構成さ
れたシステムです。これらの機能を組み合わせて、ドキュメ
ントの活用、部門や企業間での情報の配信、さらにはモバイ
ルの活用…など、さまざまな用途に活用できます。

文書管理

ワークフロー

効果創出
品質

① 正確な情報収集
分散するデータをシステ
ム横断で収集

コスト

期間

Down

Up

③ 原因分析と対策

② 経営視点での把握

リアルタイムなデータ収集

Web上に構築
複合機連携

再集計や加工などのデー
タ収集の自動化/効率化

コラボレーション

Down

企業全体の状況を俯瞰
重要指標のリアルタイム
な定点観測

重要指標から現場データ
までのドリルダウン
現場データと周辺データ
を組み合わせた縦横無尽な
原因分析
打ち手につながる詳細な
現場データの把握

● こんなお客様にお勧めです！
生産ロスコスト

• 図面の流用や参照頻度が高い

在庫推移

歩留り

工場稼働率

生産LT

• 最新版の管理があいまいで後工程でミスが多々発生する
• 個人の経験や勘が頼りで過去の資産を活かせていない

● 商品・サービス

• 関連部門間への情報伝達、情報共有をスピーディに行い
たい

• ConMas i-Reporter

3D

CADシステム

株式会社クリエイティブマシン

IRON CAD

• 設備や治具の設計を行うお客様

電子帳簿保存法対応ソリューション
「タイムスタンプ for kintone」は、kintone で電子帳簿
を保存するために必要なタイムスタンプを付与するサービ
スです。請求書や領収書、納品書などの書類をスキャナ保
存し、kintone アプリ内に添付ファイルとして登録すると、
プロセス管理において予め設定しておいたステータスにな
ると自動的にタイムスタンプを付与いたします。kintone
利用者は特別な操作をする必要がなく、操作漏れがありま
せん。また、決算の締後などに登録情報の変更ができない
ように、kintone アプリの対象レコードの編集、削除をで
きなくします。

出展内容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。

エプソン販売株式会社

SureColor SC-T32MFP
PCレスで、高機能をカンタンに、
A1サイズ大判インクジェット複合機。
•
•
•

EB1430WT

• 3D CADの導入を検討しているお客様

• MotionBoard（分析）

大判複合機＆プロジェクター

多くの企業が3D-CADを導入しますが、FA・機械装置設計
業界では使いこなせずに失敗する事例が後を絶ちません。そ
の原因として煩雑な操作性や面倒な制約、難しい概念があり
ます。IRON CADは良好な操作性と、わかりやすい概念で
設計者はすぐに使いこなせるようになります。

● こんなお客様にお勧めです！

• Dr.Sum（蓄積・集計）

（帳票入力）

新顔料インクで、高画質と耐久性
を両立
高画質と高生産性を両立
大容量インクと効率的な印刷モー
ドでコストダウン

会議時間も、プレゼンも、時短でき
るインタラクティブプロジェクター。

創造性を発揮する
プリントオンデマンドによる販売促進

地域活性化

効果的な販促物の作成を支援する商品・サービス・
ノウハウをご紹介！

富士ゼロックスは
地域コミュニティの活性化
値創造にもお客様とともに取り組んでいます。

という価

観光音声ガイドサービス
SkyDesk Media Trek
スマートフォンを持って観光地を散策。あらかじめ設定され
たスポットに近づくと、方向や季節に合わせた説明とBGM
がタイミングよく聞こえてきます。説明を耳で聴きながら観
光地を巡ることで、そこにある魅力をより深く知ることがで
きます。

● 商品・サービス
• プリントオンデマンド事例

電車の中

• DocuColor7171P+PrintServer

電車の窓の景
色も観光へと
変わります

（オフセットに迫る高画質フルカラー複合機）

• PROSCUT PCM-15
（名刺・ハガキ・DMもこれ一台！総合カードカッター）

• SkyDesk Media Switch

スマート
フォン

観光地の散策

• Smart Promotion
（販促物作成支援クラウドサービス）

駅の周辺
道中の駅前で聴こえてく
る小さな
歴史との
ふれあい

DocuColor
7171 P

（印刷物からウェブサイトへリンクするクロスメディアサービス）

観光地の名所を自
分のペースで巡り
ながらガイドを楽
しめます

バスの中
まるで、あなた
専用のバスガイ
ドさんと一緒に
旅をしているみ
たい

● こんなお客様にお勧めです！
• 効果的な販促物を作りたい販促企画や営業部門

● こんなお客様にお勧めです！

• 効果的なプロモーション事例を知りたい経営者や販促企画

• 観光産業（ホテル・旅館、旅行、交通）、自治体、商工会議
所、青年会、商店街組合などで地域振興をお考えのお客様

• 動画やホームページを活用した販促に興味のあるお客様

ITソリューション
電子黒板

シャープ

IT機器・周辺機器

株式会社アイオーデータ機器

ネットワークハードディスク
液晶ディスプレイ
インテリジェントスイッチ

コラボレーションツール
BIGPAD
効率化・活性化・共創化で「結論の出る 会議」をサポート
• 手軽にさっと会議
が開ける。
• 大勢で活発に意見
が交わせる。
• 全員とイメージを
共有できる。

福祉総合システム

CIJソリューションズ

販売管理システム

トスバックシステムズ

じょうできクラウド
見積・売上・仕入・在庫管理をもっと簡単
＆スピーディーに！
モバイル端末で簡単にご利用いただけます。

防災商品

三井/ コクヨ

SWING
施設運営と業務の効率化を推進する
社会福祉法人会計に特化したシステム
社会福祉協議会、介護施設、
ケアハウス、知的障害・障
害者援護施設、保育所など
で利用されている、実績を
誇るシステムです。 財務会
計システムを主体に、給与
計算、資産管理等のシステ
ムを提供します。
出展内容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。

非常食・長期保存水、簡易トイレ、非常用品等
企業の防災対策は十分ですか？ 備蓄の基本である食糧
や飲料水から、収納庫での備蓄、トイレ用品まで、具体
的な防災用品、備蓄用品をご紹介いたします。

シュレッダー
MSX-F75
75枚裁断のパワーと多機能
MSV-F31CF
リーズナブルでハイスペック

明光商会

セミナー
セミナー A

各セミナー定員：15名
11月11日 10:30〜11:30

今日から実践！ 個人でできるサイバー攻撃対策
昨今、高度化するサイバー攻撃に対して従来の対策では限
界が生じています。本セミナーでは脅威の実態を可視化し、
システム的・人的な面からどのような対応を行えば良いのか
ご紹介します。何から手をつけて良いのかわからないと悩ま
れている担当者の方にベストプラクティスをご紹介します。
・2016年上半期を振り返る
・システム的なアプローチの考え方
・人的なアプローチの考え方
・セキュリティに強い組織を作るために

株式会社シマンテック
ソリューションパートナー営業部
セキュリティエバンジェリスト 鴫原祐輔 氏

【講師プロフィール】
複数の政府機関において業務・システム最適化計画の仕様策
定や構築・運用業務にコンサルタントとして従事。サイバー
テロ対策関連業務等、ネットワークやセキュリティを中心と
した業務等を中心に活動する。
現在は国内における様々なセキュリティの脅威情報の発信
やその対策について啓発を行うセキュリティ・エバンジェリ

お勧め

システム部門、管理部門、経営者のかた

セミナー B

ストとしても活動している。

11月11日 13:30〜14:30

富士ゼロックスでの人材育成の実践事例
〜「質」の高い研修を簡単に作ることによる、効果的な伝承を実現〜
「教育が現場の問題解決につながっていない、何がどうよくな
るのか見えない」という経営トップの問題提起が原点である弊
社の人材育成/教育活動について紹介します。
①教育のための教育ではなく「成果起点の教育（問題解決
型）」とはどのようなものか、
②「成果の可視化」をどのように進めているか、
③どのように、簡単に「質」の高い研修コースを作っているか、
などについて紹介します。
お勧め
総務人事・教育部門などで人材育成を担当されるかた
経営者のかた

セミナーC

富士ゼロックス株式会社 新規事業開発部
（元教育部）シニアコンサルタント 遠藤 裕隆

【講師プロフィール】
電気・電子CADの開発を経て、2000年度からソフトウェ
ア技術者の人材育成を担当。人材育成の仕組みを構築する
「人材育成のグランドデザイン」に取り組み、2005年度に
eラーニング大賞（経済産業大臣賞）受賞。2015年にクラ
ウド型人材開発支援サービス「SkyDesk Mixed
Learning」の開発に従事。2016年3月に教育部から新規
事業開発部に異動。

11月11日 15:00〜16:00

業務の効率化に向けたコミュニケーションの変革
〜富士ゼロックスの働き方変革〜
富士ゼロックスでは、営業の「質（提案品質・提供能力」と
「量（行動量・スピード）」を同時に最大化するために、
「営業働き方変革」を行っています。全国7,000名の営業
に統一した業務プロセス・制度/ルール・モバイル活用を導
入し、全社一体でお客様へ価値提供する環境を実現しました。
本セミナーではこれら働き方変革の活動をご紹介いたします。

富士ゼロックス西日本株式会社
広域マーケティング部 北川 二三雄

【講師プロフィール】
メインフレーム・コンピュータのソフトウエア開発からPC
ソフトウエアの開発まで幅広い業務経験を生かし、富士ゼ
ロックスのセキュリティソリューションであるbeatサービ
スのシステム開発における中心メンバーとして開発業務に携
わっておりました。

お勧め

営業部門、総務部門、システム部門、経営者のかた
出展内容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。

近年はネットワーク、セキュリティー分野で企業へのコンサ
ルティングや教育・セミナーなどに従事しております。

New Value Fair 2016 in 徳島
セミナーのお申し込みについて

※切り取らずにそのままお送りください。

送信先

下記FAX申込書に必要事項をご記入の上、
11月8日（火）までに右記まで送信ください。
※会場の都合上、セミナーは定員になり次第
締め切らさせていただきます。

富士ゼロックス四国株式会社 事務局
お申込みFAX番号

FAX：087-823-0666
お電話でのお問い合わせ TEL：087-823-4411

セミナースケジュール
11月11日（金）
9:30
10:00

11:00

日時

セミナー番号

10:30〜11:30
（60分）

セミナー A

13:30〜14:30
（60分）

セミナー B

15:00〜16:00
（60分）

セミナー C

タイトル

セミナーA

12:00

今日から実践！ 個人でできるサイバー攻撃対策

13:00

14:00

セミナーB

富士ゼロックスでの人材育成の実践事例
〜「質」の高い研修を簡単に作ることによる、効果的
な伝承を実現〜

15:00

セミナーC

業務の効率化に向けたコミュニケーションの変革
〜富士ゼロックスの働き方変革〜

16:00

17:00

お申込みご記入欄
貴社名
電話番号

FAX番号
お名前

貴部署名

参加内容

役職

展示会

※参加日および項目に を記入してください。

□ 展示会のみ

セミナー □ A □ B □ C
展示会

□ 展示会のみ

セミナー □ A □ B □ C
展示会

□ 展示会のみ

セミナー □ A □ B □ CE
展示会

□ 展示会のみ

セミナー □ A □ B □ C
【個人情報の取り扱いについて】
ご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社およびあらかじめ弊社との間で機密保持
契約を締結している関連会社、代理店等において、（1）電子メール、ダイレクトメール、
ファクシミリ、電話、対面営業等による商品・サービスのご紹介、（2）電子メール
ニュースの送信、（3）弊社が主催するイベントやセミナーのお知らせ、（4）今後のイ
ベントやセミナーを企画する斉の調査・分析、（5）お客様対応の業務品質向上のための
取組み、（6）本イベントの運営上必要な連絡のために利用させていただくことがござい
ます。なお、今回ご提供いただいた個人情報は、法令および弊社内部規則に基づき厳重に
管理いたします。

出展内容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。

※弊社記入欄

部門名：
担当者名：

出展内容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。

