
企業力強化実践セミナー
2011 in大阪
ご招待 参加無料／事前登録制

日　時：2011年2月９日（水）～10日（木）

10:00～17:30

会　場：Document Core OSAKA 

（富士ゼロックス大阪ショウルーム）

主　催：富士ゼロックス大阪株式会社

拝啓　貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

2010年はリーマンショックからの復活を図りつつも、一方で急激な円高による外圧等で日本経済を取り巻く環境は厳

しい1年でありました。

2011年を迎えるにあたり、お客様におかれましては更なる経営の『質』と『価値』を高めることで、この難局を乗り

越えて盤石な経営体質を構築していかれることと存じます。そのためには、企業経営に直結するKGI（Key Goal 

Indicator)を指標とする課題解決の推進が必須ではないかと弊社では考えております。

今回その課題解決の一手法である『富士ゼロックスの考えるBPM』のご紹介、そして具体的な実践イメージのご紹介

の場をご用意いたしました。

年初のお忙しい時期とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご参加いただきますようお願い申し上げます。

敬具

～KGIへ直結する課題解決で、経営の『質』と『価値』を高める～

2月9日（水）・2月10日（木）共通

デモブース　＜１F・2F＞　10:00～17:30

クラウド時代を迎え更なる進化をする「beatサービス」

2002年のリリース以来、「安全・簡単・便利」をキーワードに、お客様のネットワーク環

境のお困り事を解決してきた「beat」が、また進化いたします。クラウド時代を迎えて、他

のデバイスやソフトと連携し、お客様に新たな価値をご提供いたします。今回はその「拡が

るbeatワールド」をデモブースでご紹介いたします。

照明空間ソリューション

Ubiqlight（ユビックライト）は、デジタル制御が可能な半導体としてのLEDの特徴を最大限

に活かすため、内田洋行のユビキタス技術を応用した次世代型照明ソリューションです。様々

なアプリケーションとの連動や、きめ細かな調光調色制御など、単なる既存光源の置き換え

利用では実現できない、LEDならではの快適性と省エネ性を実現します。

＜協賛＞株式会社内田洋行様

中堅・中小お客様向けクラウド・SaaS型ソリューション

近年、お客様のビジネスの急激な変化へ対応するためにハードウエアやソフトウエアなどの
ICTリソースを保有することなく、短期間で利用可能なSaaS型ソリューションへの関心が高
まっています。NECネクサソリューションズでは従来のASPサービスを体系化、強化した『
中堅・中小お客様向けクラウド・SaaS型ソリューション』を新たにご用意し、特に基幹業
務領域、ERPもSaaSでご利用いただくことが可能になりました。
(1)EXPLANNER(2)GRANDITなどの製品によりお客様のビジネス拡大に貢献いたします。

NECネクサソリューションズ株式会社様

ITあんしんサービスパック

PC診断ツールでお客様PCの状況を迅速かつ的確に把握お客様は専用の診断ツールを実行し、

画面に表示された診断コードをヘルプデスクに伝えていただくだけで、オペレーターは、PC

診断ツールの結果に基づき、ネットワーク接続の状況やパソコンのシステム情報を速やかに

把握します。リモート接続による障害発生箇所の特定と障害解決を支援状況説明が難しいト

ラブルでも、弊社オペレーターは、お客様のパソコン画面を一緒に見ながら、トラブルの状

況を確認できます。また、リモートサポートツールの「指差し機能」や「赤ペン機能」など

を使用し、障害の解決方法をわかりやすくご説明します。さらに、お客様の同意をいただい

たうえで、オペレーターがお客様のパソコンを遠隔操作させていただくことも可能です。

サーバー・ベースド・コンピューティング環境出力

『 ThinPrint .print 』

仮想化環境における印刷問題として、■印刷データが大きくなる事で⇒印刷が遅い。　■印

刷データがネットワークの帯域を圧迫する事で⇒他のアプリケーションに影響を与える。■

アクセスサーバ全てにドライバをインストールしなければならない⇒ドライバ管理が複雑に

なると言うことがシステム構築後に判明する事が言われます。ThinPrint .printはサーバーベー

スコンピューティングで起こる印刷の諸問題を解決するソリューションです。

Systemwalker Desktopシリーズと富士ゼロックス/デバイスの連携

Systemwalker Desktopシリーズによる環境負荷低減を支援する機能と、

ApeosWareManagement Suiteを連携し、環境負荷（CO2排出量）の「見える化」を実

現しました。オフィス内のサーバーPC、クライアントPCに加え、富士ゼロックスの複合機・

プリンターの消費電力量や紙の使用枚数=CO2排出量を一元的にモニタリングできるソリュー

ションを、実証実験の結果を交えて紹介します。

＜協賛＞富士通株式会社様

仮想化時代を支えるIT基盤ソリューション

　「無線LAN、ストレージ、WAN高速化」

サーバー統合や仮想化が進む中、利用者が快適しかも安全に業務を行えるIT基盤環境へのニー

ズが高まっています。今回は快適の点でWANの高速化。安全・快適の点で無線LAN

（Aruba）とiPadによる新しい仕事環境。安全の点でバックアップストレージ（NetApp）。

以上を仮想化サーバーと併せてご紹介します。

ＩＣカードソリューション

TCO削減を実現するための手段として、ICカードの活用により、コピーやプリントの利用枚

数を各個人がリアルタイムに把握することは、とても効果的です。こちらのコーナーでは、

プロジェクト単位での利用枚数など、お客様の状況に合わせたTCO削減の方法をご紹介いた

します。

フィジカルセキュリティ

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。

＜協賛＞株式会社イトーキ様・富士フイルムイメージテック株式会社様・株式会社DTS様

タツタ電線株式会社様・株式会社ドッドウエルビー・エムエス様

セキュリティ

ビデオ会議システム専用機による遠隔会議の質の向上

『ソニーHDビデオ会議システム』

HDによる高解像度と高音質化技術を搭載し、高い臨場感と遠隔地間でもその場に居合わせる

ようなコミュニケーションを実現するビデオ会議システムをご紹介します。

＜協賛＞ソニーマーケティング株式会社様

スマートフォン向け印刷ソリューション　『Cortard 』

スマートフォンから社内ネットワーク上のファイルを閲覧・編集・保存し、そのファイルを

スマートフォン上で社内のプリンタやモバイルプリンタなどに印刷、ファックス送信するこ

とが出来るソリューションです。

＜協賛＞オムロン ソフトウェア株式会社様

IT基盤ゾーン

基幹プリントソリューション

基幹プリントデモブースでは、ＥＤＰドライバーＥＸのご紹介、ＯＭＲコードの付与済みの

請求書の出力、ピツニボウズ社製封入封緘機による封入作業の自動化の一連の流れを、ご体

験頂けます。また、別室にて、AS400やPRIMERGY6000シリーズのプリンターセッショ

ン経由にて、請求書のフォーム合成出力やDocuWorks変換による電子化ハンドリングの実

演も行っております。是非、お立ち寄りの程、お願いいたします。

Print&Scanning

帳票基盤と文書管理システム連携による

　　　　　　　　　　　　　　　基幹業務効率化ソリューション
業務毎に様々なシステムが導入される環境においては、帳票設計～出力の流れは共通基盤を

構築することがコストと開発工数の削減につながります。また、基幹システムからの取引文

書を管理する仕組みとの連動が更なる効率化に繋がります。こちらでは基幹帳票をトータル

に効率化するソリューションをご紹介します。

AS400からの基幹出力『 UT/400-iPDC 』

UT/400-iPDCは、IBM Power Systems “IBM i”のスプールから表現力のある美しいグラフィ

カルなPDFドキュメントを作成する事ができます。スプールでは、指定できない属性でも専

用オーバーレイにより各属性を自由に定義することが可能です。GUIのデザイン操作により

簡単に多種多様な様式の帳票を作成できます。電子化からFAX送信まで各製品と連携が可能

です。

工事カルテ

建築、設備・プラント業界を中心とした受注生産向けのソリューションです。受注生産にお

いて、受注から工事完了までの進捗を見ながら成果物を複合機Apeos連携で簡単に登録がで

き、作業のヌケ・モレを防止しながら最終的に工事完成図書を作成します。全文検索で簡単

に過去の情報を取り出せる工事カルテをご紹介します。

A1/A0出図システム　DocuWide2055・6055

図面も文書も、技術部門はこれ一台。高機能広幅デジタル複合機2055、6055を展示して

います。紙図面のスキャニングから多彩なデータフォーマットに対応しシンプル操作で高速・

高画質出力するところを実演させていただきます。

PowerList for DocuWorks

PowerListで電子文書の台帳作成・管理がシンプルかつ低コストに実現できます。文書が格

納されたフォルダーからボタン一つでサムネイル付きの文書一覧を自動作成。一覧に属性情

報を入力することでファイル台帳が完成します。顧客台帳管理や契約書管理など様々な業務

に活用可能。また強力な一括印刷機能により図面の管理や出力業務にも最適です。フォルダー

に分けて文書を保存しているが探すのに手間取っているお客様、まずはデモストレーション

をご覧ください。

棚卸ソリューション事例の説明ブース

講演でご紹介させていただいく富士ゼロックスマニュファクチュアリングの棚卸ソリューショ

ン事例の中で、キーとなるQRコードと手書きOCR技術を実機にてご紹介しております。棚

卸以外でも紙文書のみで管理している業務ならそのまま応用が可能です。

簡易スキャニングシステム

このブースでは、簡易的に電子化し管理できるソリューションをご紹介いたします。

・電子化した文書を保管・管理することが難しい

・電子化が個人任せになっている

・電子化した文書を探し出すのは難しくなっている

そんなお困りごとに対して、弊社DocuWorksを使用したソリューションで「業務効率化」

にお役にたてる内容です。現状業務でお困り事があるお客様はぜひ一度お立ち寄りください。

DocuWorksを活用した技術文書・図面の電子化

優れたドキュメントハンドリングソフトウエアDocuWorksを入出力デバイス（A0～B5)と

いっしょに展示しています。DocuWorksで技術文書・図面等を管理しているお客様に効率

的なスキャニング作業、電子ファイリングの有効な方法、セキュリティや共有化の事例を紹

介しながら様々なご相談にお応えします。今お仕事でお困り事があるお客様はぜひブースに

お立ち寄りください。

エンジニアリング

快適な電子文書環境による業務プロセス最適化ソリューション

『 DocuWorks 』

DocuWorksはお陰様で300万ライセンスを突破しました。単に電子文書化を促進するだけ

でなく、業務プロセスの最適化を促進する最新の機能をご紹介します。

業務プロセス

申込方法・問合せ先

1月11日（火）より受付開始!!

下記Webサイトからお申し込みください。

https://www.printer-exp.com/pcgi/0910/

問い合わせ先

セミナー事務局：sol_event@fujixerox.co.jp

■地下鉄御堂筋線本町駅 C階段3番出口正面

■駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

【担当営業】

会場のご案内

＜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。＞

Ver.2.1



11:20-11:50（30m in）

16:00-16:30 （30m in）

出荷検査成績表の電子化システム
　　　　　　　【問い合わせ業務の品質向上】

出荷検査成績表は品質管理に関する重要な書類のため、鈴鹿事業所では製造後10年間保管してい

ます。膨大な検査用紙を保管しておくため外部倉庫を借りて管理していました。そのため対象製品

の問い合わせが入るとそのたびに倉庫へ足を運んでいました。
「保管スペースにコストがかかる」「資料を検索するのに時間がかかる」「用紙コストを削減した
い」これらのお困りごとを解決し、製造現場での業務を飛躍的に改善した事例です。

富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社
鈴鹿人事総務グループ　情報システムチーム 　チーム長 田中 俊毅 氏

15:20-15:50 （30m in）

棚卸ソリューション事例

棚卸にかかるコスト、時間、棚卸精度の向上は、少なからずお困りごとのひとつとしてお持ちでは

ないでしょうか。そのような棚卸に関するさまざまな課題を解決します！
「棚卸精度の向上による正しい資産管理の実現」「棚卸費用と労力の削減」「棚卸準備から事後処
理までのリードタイムを短縮」全社一丸となって取り組んだ事例です。

富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社
鈴鹿人事総務グループ　情報システムチーム 　チーム長 田中 俊毅 氏

10:00-10:30（30m in）

広幅複合機DocuWideシリーズのご紹介

富士ゼロックス株式会社　商品開発本部

10:00

16:40-17:10 （30m in）

15:20-16:20 （60m in）

クラウド時代のbeatサービス

ゼロックスが提供するインターネットセキュリティサービス「beat」の

開発者が、開発者の視点から「クラウドの今、その光と影」について解説

いたします。

更に、クラウド時代に不可欠なインターネットセキュリティについて、最

新のネットワークの脅威（Gumblerなど）を踏まえてその対応策をご紹

介いたします。システム管理者のみならず、経営層の方々にもお勧めのセ

ミナーです。

富士ゼロックス株式会社　ソリューション本部

山田直樹

14:40-15:10（30m in）

10:40-11:10（30m in）

閉会17:30

16:00

15:20

ITあんしんサービスパックのご紹介

ITあんしんサービスパック（エントリー）は、お客様のパソコンやネットワーク機器のトラブル発生時に、電話・

リモート・エンジニアの訪問により、障害発生箇所や原因を特定し、必要に応じてソフトウエアの再インストール

や環境再設定を行なうサービスとなります。こちらのセミナーでは、リモートサポートツールの「指差し機能」や

「赤ペン機能」などを使用し、障害の解決方法をわかりやすくご説明します。

株式会社オプティム
セールス&マーケティンググループ　マネージャー　市原　東（イチハラ アズマ）氏

16:40

Systemwalker Desktopシリーズと

　　　　　　　　富士ゼロックス/デバイスの連携のご紹介

富士通Systemwalker Desktopシリーズによる環境負荷低減を支援する機能と、ApeosWareManagement

Suiteを組合わせ、IT機器（サーバー/PC/複合機・プリンター）の消費電力量や紙の使用枚数からCO2排出量を

「見える化」し、一元的にモニタリングできるソリューションを紹介します。

富士通株式会社　ソフトウェアビジネスグループ

　ミドルウェア事業本部　プロジェクト統括部長　山本 昭之 氏

14:40

13:00 13:00-14:30（90m in）

ご挨拶　

富士ゼロックスが考えるBPM
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

ライブオフィスにおける富士ゼロックスの実践取り組み事例

富士ゼロックスは、ライブオフィス「サービスエクスペリエンスアリーナ」で自らの経営課題に対する取り組みをご紹

介しお客様へのお役立ちを行っています。このサービスエクスペリエンスアリーナにおいて実践しているICカード社員

証を活用した最新のセキュリティやエコに対する取り組みをご紹介いたします。

富士ゼロックス株式会社　ソリューション本部

ソリューションシステム設計センター　山岸 克巳

ThinPrint＆Cortardのご紹介

オムロンソフトウェア株式会社

モバイルソリューション事業部

開発部　三沢 周一 氏

11:20

快適な電子文書環境による業務プロセス最適化ソリューション
～新たな連携でさらに業務で使えるDocuWorks/DocuShare～

DocuWorksはお陰様で300万ライセンスを突破しました。DocuWorksは電子文書化を促進するだけでなく、組

織的に上手く活用することで業務プロセスの改善をローコストに実現します。最新のDoucWorks技術参考出品を

はじめ、DocuShareとの連携による業務プロセス最適化ソリューションをご紹介します。

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

ソリューションビジネス計画部　荒井 聡行

10:40

受付開始　09:30

プレゼン（定員30名）講演（定員60名）時間

セミナーセッション

14:00-14:30（30m in）

基幹プリントソリューション

基幹プリントソリューションは、レガシーシステム、オープンシステムなど、その基幹環

境を問わず、専用帳票に出力している請求書や納品書、及びチェックリスト等をカット紙

化、電子化し、業務効率の改善、コスト削減を実現します。当プレゼンでは、封入封緘作

業に必要な、名寄せ･仕分け、ＯＭＲコード付けを実現する、ＥＤＰドライバーＥＸの紹介

をはじめ、基幹データーの形式（ラインデータ、ＣＳＶデータ等）に沿ったソリューショ

ンもご紹介させて頂きます。

富士ゼロックス大阪株式会社

基幹プリンティング営業部　基幹プリンティング技術課
課長　安藤 真琴

14:00

11:10-12:00（50m in）

オフィス移転は変革のチャンス！
成功する文書管理改善ステップと実践事例のご紹介

仕事上、切っても切り離せない文書管理。「欲しい文書がすぐに見つからない」

「不要な文書がたくさん残っている」など、問題が山積しているにもかかわらずつ

いついその解決を先延ばしにしていませんか。オフィス移転はその解決に着手する

最大のチャンスです。文書管理の仕組みを再構築するステップを実践事例を交えな

がらご紹介します。
富士ゼロックス大阪株式会社

ソリューションビジネス推進部
BPM推進課　課長　滝口 晃弘

11:30 11:30-12:00

ThinPrint＆Cortardのご紹介

オムロンソフトウェア株式会社

モバイルソリューション事業部　開発部

三沢 周一 氏

15:20-15:50 （30m in）

棚卸ソリューション事例

棚卸にかかるコスト、時間、棚卸精度の向上は、少なからずお困りごとのひとつとしてお

持ちではないでしょうか。そのような棚卸に関するさまざまな課題を解決します！
「棚卸精度の向上による正しい資産管理の実現」「棚卸費用と労力の削減」「棚卸準備か
ら事後処理までのリードタイムを短縮」全社一丸となって取り組んだ事例です。

富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社
鈴鹿人事総務グループ　情報システムチーム 　チーム長 田中 俊毅 氏

14:40-15:10 （30m in）

ITあんしんサービスパックのご紹介

ITあんしんサービスパック（エントリー）は、お客様のパソコンやネットワーク機器のト

ラブル発生時に、電話・リモート・エンジニアの訪問により、障害発生箇所や原因を特定

し、必要に応じてソフトウエアの再インストールや環境再設定を行なうサービスとなりま

す。こちらのセミナーでは、リモートサポートツールの「指差し機能」や「赤ペン機能」

などを使用し、障害の解決方法をわかりやすくご説明します。

株式会社オプティム
セールス&マーケティンググループ　マネージャー　市原　東（イチハラ アズマ）氏

10:10-11:00（50m in）

最新オフィスの構築手法と事例のご紹介

内田洋行グループでは「ユビキタス・プレイス」のコンセプトを基にクリエイティ

ブオフィスやお客様をお迎えするフロントヤードを構築しております。我々の場づ

くりの手法と事例をご紹介いたします。

パワープレイス株式会社

（内田洋行グループ会社）

大阪デザイン室　室長 小出 暢 氏　

10:10

16:00-17:00（60m in）

中堅・中小お客様向け
　クラウド・SaaS型ソリューション

近年、お客様のビジネスの急激な変化へ対応するためにハードウエアやソフトウエ

アなどのICTリソースを保有することなく、短期間で利用可能なSaaS型ソリューショ

ンへの関心が高まっています。NECネクサソリューションズでは従来のASPサービ

スを体系化、強化した『中堅・中小お客様向けクラウド・SaaS型ソリューション』

を新たにご用意し、特に基幹業務領域、ERPもSaaSでご利用いただくことが可能に

なりました。(1)EXPLANNER(2)GRANDITなどの製品により、お客様のビジネス

拡大に貢献いたします。

NECネクサソリューションズ株式会社様

閉会17:30

15:20

14:40 14:40-15:40（60m in）

クラウド時代のbeatサービス

ゼロックスが提供するインターネットセキュリティサービス「beat」の開発者が、

開発者の視点から「クラウドの今、その光と影」について解説いたします。

更に、クラウド時代に不可欠なインターネットセキュリティについて、最新のネッ

トワークの脅威（Gumblerなど）を踏まえてその対応策をご紹介いたします。シス

テム管理者のみならず、経営層の方々にもお勧めのセミナーです。

富士ゼロックス株式会社　ソリューション本部

山田直樹

16:00-16:30（30m in）

出荷検査成績表の電子化システム
【問い合わせ業務の品質向上】

出荷検査成績表は品質管理に関する重要な書類のため、鈴鹿事業所では製造後10年間保管

しています。膨大な検査用紙を保管しておくため外部倉庫を借りて管理してました。その

ため対象製品の問い合わせが入るとそのたびに倉庫へ足を運んでいました。

「保管スペースにコストがかかる」「資料を検索するのに時間がかかる」「用紙コストを
削減したい」これらのお困りごとを解決し、製造現場での業務を飛躍的に改善した事例で
す。

富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社
鈴鹿人事総務グループ　情報システムチーム 　チーム長 田中 俊毅 氏

16:00

13:00 13:00-14:30（90m in）

ご挨拶

富士ゼロックスが考えるBPM

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

ライブオフィスにおける
　　　　富士ゼロックスの実践取り組み事例

富士ゼロックスは、ライブオフィス「サービスエクスペリエンスアリーナ」で自ら

の経営課題に対する取り組みをご紹介しお客様へのお役立ちを行っています。この

サービスエクスペリエンスアリーナにおいて実践しているICカード社員証を活用し

た最新のセキュリティやエコに対する取り組みをご紹介いたします。

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

ビジネスバートナー営業部　坂本 達哉

11:10

受付開始09:30

プレゼン（定員30名）講演（定員60名）時間

22月９日（水）月９日（水） セミナーセッション22月月1010日（木）日（木）
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