
名古屋会場

日　時：2009年11月20日（金）
受付開始 12:30～
展示・デモ 13:00～17:30
セミナーセッション 13:00～15:00

会　場：愛知県名古屋市中区錦1-10-20
アーバンネット伏見ビル1階
DOCUMENT HUB Square Nagoya　

主　催：

企業力強化
　実践セミナー

基調講演 13:10～14:10

『顧客力を高める』
株式会社ローランドベルガー

取締役　パ－トナ－　平井 孝志 氏

プログラム 受付時間　12:30～

※XEROX、およびそのロゴと“コネクティング・シンボル”のマークは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

拝啓　晩秋の候　貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、昨年秋からの世界的な不況は、徐々に明るい兆しの好況感もある中、まだまだ厳しい状

況が続いていると思われます。このような環境の中、皆様方におかれましては、他社や海外企業

に負けない製品や営業の強化、更なるQCDの追求等に努め企業力の強化を図られておられるので

はないでしょうか？

　今回　私どもでは、経営にたずさわる方々、事業展開の推進責任者の方々に向けて、強い製品

や強い組織力によって「オンリーワン戦略」を推進することで、この厳しい環境の中を戦ってお

られる会社様の事例をご紹介させていただく「場」を企画いたしました。また、合わせて弊社の

最新ソリューション・サービスも幅広くご紹介させていただきます。

　この「場」は、必ずや皆様方のこれからの企業活動にお役に立てるかと存じます。

是非とも、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

ご招待参加無料／事前登録制

お申し込み方法・問合せ先

お申し込み方法
添付FAX用紙か下記Webサイトよりお申し込みください。

http://www.fujixerox.co.jp/solution/events/

問合せ先
富士ゼロックス株式会社
ソリューション・サービス営業本部
ソリューションマーケティング部　大井・青木・小川
Tel：03-5352-7063
mailto ： sol_event@fujixerox.co.jp

ご連絡事項

• インフルエンザA型（H1N1）感染予防のため、下記項目をご了承願います。
• 咳がある場合はマスクを着用してください。
• 開催日以前7日以内にインフルエンザA型（H1N1）発生蔓延国/地域への渡
航暦があるかた・参加当日38℃以上の熱があるかた・所属事業所に感染疑い

者あるいは感染確定者がおられるかたは参加をご遠慮ください。

• 開催当日会場で、体調の悪い方には参加をご遠慮いただくことがあります。

プレゼンテーション 14:20～15:00

富士ゼロックスがご提供する
intra-mart+ArcSuiteによるドキュメントセントリック「PDM」提案

富士ゼロックス流セキュリティ強化とコスト削減、仮想化お困りごと
解消法のご案内

デモ・展示 13:00 ～17:30

Vol.1
～かくれたお困りごとを解決します～

ご挨拶 13:00～13:10

大抽選会も企画しています!!

※定員は100名です。100名を超えますとお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。

地下鉄東山線/鶴舞線『伏見駅』下車 ⑩番出口より徒歩1分
※公共交通機関でお越しください。



セミナープログラム

基調講演

13:10～14:10

　『顧客力を高める』
株式会社ローランドベルガー

取締役　パ－トナ－　平井 孝志 氏

　「顧客力」とは、平井氏の造語で「顧客を企業の中に取り込んでいく力」のことです。

ヒット商品を継続的に生み出し続ける要因は何かを考え抜いた末、たどりついたキーワードがこの言葉です。

その本質は、顧客との一体化で見つけたヒントを世の中にしっかりと送り続けることにあります。しかし、現実には多くの企業が自己

本位に陥りがちで、顧客から離れてしまいます。なぜ企業は自己中心的になるのでしょうか。

　本講演では、その理由を紹介するとともに、次々とヒット商品を生み出しながら成長を続けるP&G様や花王様では、顧客力という優

れた能力が社員や組織に埋め込まれているという事例をご紹介いただきます。

　売れるモノやサービスを生み出す"魔法"はないが、顧客力というキーワードを軸に、売れるモノを継続的に生み出す企業になるには

何をすべきか、このことがお客様のこれからの「顧客力」を高める改善にご活用いただけるものと思います。

13:00～13:10

　開会のご挨拶
富士ゼロックス株式会社

パートナー営業部　ビジネスパートナー西日本営業部
部長　鈴木好弘

14:20～15:00

富士ゼロックスがご提供する
　intra-mart+ArcSuiteによるドキュメントセントリック「PDM」提案

富士ゼロックス流セキュリティ強化とコスト削減、仮想化お困りごと解消法のご案内

　　皆様のビジネスプロセスを支えるデータは主に電子と紙で流通しています。オフィスのセキュリティ強化とコスト削減について、

電子と紙の両面からアプローチする富士ゼロックスならではのソリューションをご案内します。

また、昨今注目を集めている仮想化技術を導入する際、意外に見落とされがちな印刷環境のお困りごとを解決するソリューションも

併せてご紹介します。

プレゼンテーション

セミナープログラムガイド

展示ブースのご紹介　　　　　　　　13:00～17:30　　

製造業においては、開発設計段階における部品情報の構築・管理は基幹シ

ステムとして運用すべきクリティカルな業務です。富士ゼロックスでは、

この構成情報管理の運用・管理ができるソリューションとして、3つのモ

デルをご用意いたしました。

大規模向けSMS(Structure Management Service)

外部システム連携を想定したintra-martフレームワークを利用した

　技術情報管理Solution

受注型製造業向け簡易構成体管理ソリューション

上記ソリューションは、製品設計における流用率UPによる業務効率化支

援、設計変更への柔軟な対応、標準化の支援、また生産管理システムへの

設計情報提供、さらには環境情報の取込みへの拡張を視野に入れたソリュー

ションです。もちろん弊社ArcSuite ドキュメントスペースとの連携機能

により今までにない強固なものづくりシステムの構築を支援いたします。

協賛：株式会社NTTデータイントラーマート様

株式会社NTTデータ三洋システム様

BPMゾーンA A-3　構成情報管理ソリューション

intra-martは、日本企業の商習慣になじみやすいワークフローをはじめ、

Webシステムの開発において必要な各種機能をコンポーネント化した

Webアプリケーション統合基盤です。ビジネスの変化に柔軟に対応でき

るSOA構築機能を豊富に保有しており、ポータル構築、シングルサイン

オン、バックエンド統合のためのESB/ERP連携モジュール、さらにはビ

ジネスプロセス統合のためのBPM（ビジネスプロセスマネジメント）等

のアプリケーションテンプレートが充実しています。今回は、紙と基幹シ

ステムをデジタル複合機のみで連携する「部品受け入れ業務ソリューショ

ン」事例、市場で有名なグループウェアの代替によるコスト低減と業務効

率向上の事例等をその概要と具体的な改善イメージでご紹介いたします。

協賛：株式会社NTTデータイントラマート様

A-2　intra-mart（イントラマート）

A-1　ArcSuite Engineering

「コラボレーション機能」「ワークフロー機能」「データ管理機能」の3

つの機能を有する統合情報管理システムArcSuiteEngineeringの基本機

能をご紹介します。



散在するサーバーや情報資産の統合、高速バックアップ実現と災害対策

のためのソリューションをご紹介します。

“富士通 PRIMERGY ブレードサーバー” と ”NetApp 統合ストレージ”の
組合せにてサーバー仮想化をした場合の数々のメリットをご覧いただけ

ます。また、”WAN の高速化を実現する Citrix Branch Repeater”によ
るサーバー統合時の課題解決方法や災害対策強化のポイントをご説明い

たします。

＜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。＞

一枚のICカードによる入退室管理、PCログイン、プリンターや複合機の

認証印刷、ファイルキャビネットの開閉、監視カメラ、シュレッダーなど

を統合的に連動したセキュリティオフィスを体験していただけます。オフィ

スのセキュリティをどこから検討したらよいのか分からない。カードが何

枚も増えてしまって管理が大変など、様々なお困りごとに対する答えをご

提案いたします。

協賛：株式会社内田洋行様

NECインフロンティア株式会社様

株式会社タイテック様

日本コムシス株式会社様

富士フイルムイメージテック株式会社様

富士ゼロックスクロスワークス株式会社様

株式会社明光商会様

ドキュメントのセキュリティ対策として、アクセス制御（ユーザー認証）

とその管理（ログ取得・管理）、そして安全なドキュメント処理といった

3つの観点から、漏えい原因の40％以上を占める「紙文書」放置を抑止

するICカード認証システム「マルチモデルオンデマンドプリント」の仕組

みをご紹介します。製造業のお客様において、最もセキュリティ対策を必

要とする図面や基幹帳票などにフォーカスを当て、セキュリティとユーザー

ビリティ、TCO削減の同時実現を支援する仕組みをご覧ください。

強固なセキュリティ対策を備えたITインフラを低コストで導入・運用！

強力なサポート体制で運用管理の負担も低減し、企業のガバナンス、省力

化、増力化を支援する富士ゼロックスのネットワーク アウトソーシング

サービスをご紹介します。

富士ゼロックス総合教育研究所は、人・組織の無限の可能性を開発支援し

ています。今回は、プロジェクトを推進していく上でのプロジェクトマネ

ジャ－の育成を体系的に実施していけるソリューションを提供します。具

体的には、デファクトスタンダードであるPMBOKに準拠したPM教育、

ビジネスアナリシス（BA）教育、専門技術をより活用するためのベース

となるビジネススキル教育などをご紹介します。

協賛：株式会社富士ゼロックス総合教育研究所様

[IBM PowerSystem PDF印刷ソリューション「UT400」]

圧倒的な高信頼性で評価の高いIBM PowerSystem。Windowsなどのサー

バーを使用せず、また上位プログラムを一切変更することなく、

PowerSystem内で動作するPDF印刷ソリューションです。高価なライ

ンプリンターのコスト削減、電子帳票による業務効率アップなど様々なソ

リューションをオールインワンでご提供します。今すぐコスト削減ができ

るPowerSystemユーザー必見のソリューションです。

協賛：株式会社アイエステクノポート様

[紙の証憑を電子の世界に「ProcessGateway for Apeos]

お客様の業務フローを支える基幹業務システム。申請、承認、確認などに

必要な情報は電子で流れています。しかし、領収証、注文書、納品書など

の紙証憑は依然としてお客様の業務プロセスに必要不可欠なのが実情です。

QRコード付の証憑を出力する、スキャンするだけでワークフローが適切

な次工程に情報を渡す、スキャンデータを適切なリポジトリに格納する3

つの機能をご提供するミドルウエアをご紹介します。

多くの業界でデファクトスタンダードであるAutoCAD2010の最新機能

をご紹介致します。機械装置設計に特化したAutoCAD Mechanicalの2

次元パラメトリック設計機能やInventor の最新機能による設計の最適化

や検証・解析を可能にする「デジタル プロトタイプ」を提供し、時間や

コストの削減、品質の向上を実現いたします。

また、AutoCADからArcSuiteへの図面・属性情報及びラスターデータ

一括登録システムもご紹介致します。

協賛：住商情報システム株式会社様

機械装置設計でのデファクトスタンダードと言えるICAD/SXをご紹介し

ます。3次元化を進める上で、設計者の視点・思考に基づいたオペレーシ

ョンを実現しています。大規模アセンブリ設計を支える高速レスポンスを

実機にてご確認下さい。

協賛：デジタルプロセス株式会社様

富士通株式会社様

A-4　AutoCAD

A-5　ICAD/SX

セキュリティゾーンB

B-4　図面セキュリティソリューション

B-1　 ICカードセキュリティオフィス体験

B-2　基幹入出力ソリューション

B-3　beatサービス

仮想化ソリューションゾーンD

D-1　サーバー統合/仮想化ソリューション

D-2　ネットワーク基盤/無線LANソリューション

アルバネットワークス社無線LAN商品は、運用管理が容易で、会議室や

共有スペースなど部分的な導入から全社的な展開まで対応可能です。有線

LANと同等の100Mbps以上の高速通信にも適合し、また様々な認証・

暗号化方式に対応しています。さらに、ICカード認証と連携しより強固な

アクセス制御を実現できます。

人財開発ゾーンC

D-3　仮想環境印刷ソリューション

「ThinPrint」アプリケーションやデスクトップの仮想化、ERPシステム

などの導入によるServer Based Computing環境で意外に見落とされが

ちな印刷の問題を解決します。データセンターと拠点を結ぶ回線帯域を巨

大なプリントデータが占有してしまう、全ての拠点にあるプリンターのド

ライバを管理しなければならないなど、お客様のお困りごとを強力なデー

タ圧縮技術と帯域制御、そしてプリンタードライバの一括管理機能により

解消いたします。

協賛：ThinPrint AG様

Citrix XenApp環境ではプリンターのオプション機能が使えない、オプ

ション設定がログアウトすると消えてしまうなど様々な問題が発生します。

富士ゼロックスの「PrintUtility For Citrix」によりこれらの問題を解消

します。

C-1　PMラーニングソリューション



FAXFAX　　 052052--223223--89678967 セミナー事務局宛

企業力強化実践セミナー企業力強化実践セミナー　　FAXFAX申込書申込書
名古屋会場　　開催日：名古屋会場　　開催日： 11/2011/20（金）（金）

誠に勝手ながら、お申し込み受付けは、11/13（金）までとさせていただきます。

（　　　：　　　）時頃ご来場予定時刻お名前

A：BPMゾーン　　　　　　　　　　　 B：セキュリティゾーン　

C：人財開発ゾーン　　　　　　　　　 D：仮想化ソシューションゾーン

ご興味のあるデモゾーン
（○で囲んでください：複数化）

A：BPMゾーン　　　　　　　　　　　 B：セキュリティゾーン　

C：人財開発ゾーン　　　　　　　　　 D：仮想化ソシューションゾーン

ご興味のあるデモゾーン
（○で囲んでください：複数化）

お役職ご所属部署名
①
ご
来
場
者

（　　　：　　　）時頃ご来場予定時刻お名前

お役職ご所属部署名
②
ご
来
場
者

（　　　：　　　）時頃ご来場予定時刻お名前

お役職

A：BPMゾーン　　　　　　　　　　　 B：セキュリティゾーン　

C：人財開発ゾーン　　　　　　　　　 D：仮想化ソシューションゾーン

ご所属部署名

ご興味のあるデモゾーン
（○で囲んでください：複数化）

③
ご
来
場
者

FAX番号

ご住所

電話番号

貴社名

担当営業　　　　　　　　　　　　担当営業　　　　　　　　　　　　

■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、弊社および協賛企業において、（１）電子メール、ダイレクトメール、電話、対面営業による商品・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際の調査・分析、（５）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。

問合せ先
富士ゼロックス株式会社
ソリューション・サービス営業本部
ソリューションマーケティング部　大井・青木・小川
Tel：03-5352-7063
mailto ： sol_event@fujixerox.co.jp

日　時：2009年11月20日（金）
受付開始 12:30～
展示・デモ 13:00～17:30
セミナーセッション 13:00～15:00

会　場：愛知県名古屋市中区錦1-10-20

アーバンネット伏見ビル1階

DOCUMENT HUB Square Nagoya

※基調講演の定員は100名です。100名を超えますとお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。

地下鉄東山線/鶴舞線『伏見駅』下車 ⑩番出口より徒歩1分
※公共交通機関でお越しください。


