ご招待

参加無料／事前登録制

Xerox基幹システムフェア
In YOKOHAMA
日 時：2018年1月19日（金）
・展示・デモ
9:30〜17:00
・セミナーセッション
10:00〜16:30
会

場：富士ゼロックス(株) 価値創造センター
横浜市西区みなとみらい3-6-1
みなとみらいセンタービル4F

主

催：

謹啓
皆様におかれましては、ますますご清祥のことと
心よりお喜び申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。
クラウドとセキュリティ、最新のICTソリュー
ションで実践する富士ゼロックス神奈川流の「働き
方改革」。
働き方改革と言われても、何から始めていいか
分からない、具体的な対策方法が見つからない、そ
もそも対策が必要なの？などの疑問・要望にお応え
します。
本フェアでは、働き方改革の実現はもちろん、業務
課題を解決し、経営力向上に役立つソリューション
が目白押しです。会場で体験、相談、実践でき
る 富士ゼロックス神奈川だけの「働き方改革」に
ご期待ください。
ご多用の折とは存じますが、皆様のご来場を心
よりお待ち申し上げております。
敬具
富士ゼロックス神奈川株式会社
代表取締役社長 加藤 千晶

・みなとみらい線「みなとみらい」駅
徒歩1分 4番出口直結
・JR根岸線・横浜市営地下鉄「桜木町」駅
徒歩12分
・MARK ISみなとみらい東隣り
※駐車場がございませんので、公共機関にてご来場
ください。
※開催場所は【みなとみらいセンタービル】です。
お間違えの無いようお願い致します。
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。

展示・デモコーナーガイド
展示
ブース
A

QR活用による紙文書の運用効率化ソリューション
展示
ブース
B

セミ
ナー
会場

展示ブース
A

■エレベーターで４階までお上がり下さい

基幹システムからの印刷時に文書内の文字列に応じたQR
コードを付与することにより、紙文書をスキャンするだけで
自動仕分け・電子保管と保管後のDocuWorks属性情報によ
る素早い検索が実現可能な、複合機単体によるサーバーレス
のソリューションをご紹介します。
・EDPDriver EX QR/業務別らくらくスキャン
/DocuWorks
エイセル(株)
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー(株)
富士ゼロックス(株)

業務時間削減・生産性向上支援ソリューション
政府が推進する「働き方改革」の取り組みを支援する新たな
ソリューションをご紹介致します。企業において、未だ紙や
EXCELで行っている経費精算業務や、その他申請業務を簡
単にワークフロー化、業務の連携性・効率性を大幅にアップ
し、基幹業務システムとつなぐことで、総務・経理だけでな
く現場の生産性向上（加速）を実現します。
他社には無いOBCのクラウド型「業務サービス」を是非、
体感ください。
・勤怠管理サービス
・Workbase
・労務管理サービス
・支払精算サービス

請求書の発行・管理業務の効率化
オフィスの生産性向上。請求書の丁合い→折り→封入→のり
づけまでを手作業の30倍以上
の速度で正確に処理できます。
・EDPdriver EX/DocuWorks
/封入封かん機Relay 4000
ピツニーボウズジャパン(株)

スマホ向け購買・来店履歴連動の顧客管理

(株)オービックビジネスコンサルタント

システム移行サービス
文書管理 ・基幹システム連携ソリューション
移行サービスはACCESS等で構築したシステムのバージョン
アップを支援します。
個別システムでのお悩みを解決する売管理ソリューションで
す。
GLOVIAsmartFMMAX、GLOVIAきらら販売は、ドキュメ
ントと基幹システムの連携で作業効率化を支援します。
・システム移行サービス事例
・GLOVIA smart FMMAX
・GLOVIA きらら販売
システム・アルファ(株)

◆会員証スマホアプリやレジ連動の購買情報取得や電子スタ
ンプなどを活用した来店検知により、効率的できめ細やかな
顧客管理を実現。
◆メール・SMS・プッシュ通知に加えてデジタルマーケティ
ングと連動した ハガキDMの配信にも対応。2,500社
35,000店舗以上の導入実績。
・スマホ・携帯を活用したスマートCRMを実現する
『betrend』
ビートレンド(株)

販売・生産・原価管理ソリューション
(食品、化学化粧品、包材、設備工事・保守、鉄
鋼、建材)
調達から生産・原価、販売まで一元管理を実現。柔軟なカス
タマイズ性で幅広い業種・業務にフィット！導入実績が豊富
な統合型基幹システムです。
・スーパーカクテルデュオ シリーズ

オムニチャネルに対応した先端ソリューション
業種別にラインナップされた販売・在庫・生産管理システム
『アラジンオフィス』や業務効率化と売上UPに繋がるBtoB
WEB受注システム『アラジンEC』を中心に、業界の商習慣に
マッチした洗練された機能を導入事例を交えながらご紹介さ
せて頂きます！
・『アラジンオフィス』
・『アラジンEC（BtoB WEB受注システム）』
・『CROSSMALL（ネット通販一元管理）』
・『CROSSPOINT（顧客・ポイント管理）』
(株)アイル

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。

(株)内田洋行ITソリューションズ

経理業務改善ソリューション
伸びる会社はバックオフィスも攻めている。
働き方が変化する中、各企業は生産性の向上を求められてい
ます。
しかし、多くの企業では対応のための時間をとることができ
ず、定型業務に追われているのが現状です。
定型業務を効率化し、非定型業務にフォーカスしましょう。
・freee
freee (株)

ミッション・クリティカルなシステムに最高の連続
可用性を提供するオールインワンソリューション
「ftServer®」はミッション・クリティカルなシステムに、
最高の連続可用性とデータ保全性を担保する無停止型サー
バです。特別な設定や複雑な構築作業、アプリケーション
の改修は一切不要。幅広いオペレーティング・システムを
サポートし、シングルサーバ同様の使いやすさとシンプル
な運用を実現します。ストラタステクノロジーが35年以上
にわたり培ってきた独自のアーキテクチャによる連続可用
性技術が、ダウンタイムによる高額な損失コストの発生を
回避し、お客様に「無停止の安心」をお届けします。
・ftServer
日本ストラタステクノロジー（株）

クラウドで実現するトータル業務改善
ソリューション
顧客管理、案件リスト、売上管理等、Excel や紙で管理して
いるリストを、簡単な操作でWebデータベース化し、クラウ
ド上で共有できるソリューションを紹介しております。
・『サイボウズ kintone』〜業務改善システムは
自分で作る〜
効果的に、業務改善を行うためには

サイボウズ(株)

場所・時間や場所に捉われず意思決定！
簡単ワークフローで働き方改革を実現！
◆2000社以上の安心導入実績
◆1社あたり平均50帳票を電子化。決裁・報告・データ
活用汎用ワークフロー
◆「いつでも」「どこでも」モバイルから申請・承認が
可能
◆kintone連携でさらに業務効率化
・X-point
・AgileWorks
(株)エイトレッド

基幹業務クラウドで「つながる」「ひろがる」
経営力向上と働き方改革を加速！
会計、給与、販売管理などの基幹業務をクラウド化することで、
システムの運用・管理コストを削減するだけでなく、企業で働
く人のワークスタイル変革を後押しします。「kintone」をは
じめとした様々なクラウドサービスとの連携により、企業の経
営力向上に貢献します。
・基幹業務クラウド「PCAクラウド」
・APIによる「kintone連携」

ピー・シー・エー (株)

働き方改革を実現するための、
クラウド型経費精算システムの活用
◆「交通系ICカード」や「乗換案内」との連携により、
面倒で時間のかかる交通費申請業務もラクラク！
◆手入力不要の「会計ソフト連携」や、
全国銀行協会フォーマット対応の「FBデータ作成」
などで経理業務もラクラク！
◆電子帳簿保存法対応により領収書管理方法の見直しを！
・クラウド経費精算システム「楽楽精算」
(株)ラクス

紙帳票の電子化・自動化による業務改善
手書き入力ソリューション「CamiApp S」は、「紙帳票に
手書きする」従来の行為だけで、業務システムへのデータ入
力を実現します。「紙の控えを相手に渡す、判子をもらう」
など紙に依存した業務フローを変えることなく、紙帳票の電
子化や業務効率化を推進できます。
また帳票配信ソリューション「＠Tovas」「Repotovas」
は、日々発生する請求書や注文書、納品書など、社外向けの
帳票配信にかかるコストと業務の負担を軽減します。送信手
段は、FAX、電子、郵送と宛先ごとに選択できるので、社内
業務のペーパーレス化と自動化が実現されます。
コクヨが業務システムからのデータ入力・出力をサポートし、
帳票関連業務の劇的改善を実現します。
・コクヨ式手書き入力ソリューション「CamiApp S」
・帳票配信ソリューション「＠Tovas」「Repotovas」
コクヨ㈱

受注増加・人材不足・原価高騰 時代に
あった建設業の働き方改革
１）生産性向上の見える化
◆IT導入補助金での労働生産性フォローアップが必要
→「どっと原価NEO」KPI対比での労働生産性
集計可能！
２）働き方改革（一人親方を含め、勤怠管理）
→「どっと原価NEO」Web勤怠打刻での
カンタン運用！
３）社会保険未加入問題
◆見積書に法定福利費内訳明示が必要
→「どっと原価NEO」見積書内訳の
法定福利費自動算出！
・どっと原価NEO
・KDSS+サービス『WEB勤怠打刻』
(株)建設ドットウェブ

働き方改革を強力サポート
企業に求められる労務管理をクロノスが
システム化します
給与計算の簡略化のみではなく、労務管理に必要な現状を可視
化できるデータの確認が可能。
残業の抑止にもお役立ていただけます。
・就業管理システム
・テレタイム（タイムレコーダー）
・電子申請システム

見積から実行予算・発注・原価管理・支払管理・回収管理を
トータルサポート。
会計ソフトと連携し、更なる業務の効率化を実現！
生産性の向上による働き方改革をお手伝いいたします。
・レッツ原価管理Go2

クロノス(株)
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。

建設業様向け見積・発注・原価管理
ソリューション

(株)レッツ

セミナープログラムガイド
10:00〜11:30
Ａ

受付開始 9:45

あと１年間で中堅・中小企業が実現すべき『働き方改革』とは！？
〜労基法改正を見据えた労務リスク回避と生産性向上の取組み〜
残業時間上限規制・有休消化義務化を盛り込んだ労働基準法改正が
2019年4月に予定され、労働時間を削減する働き方改革の実現まで実質
1年しかありません。働き方改革では、労働時間の削減と企業競争力の維
持を両立することが求められる一方で、世の中にある様々な取り組みは
大手企業を中心とした考え方や手法であり、多くの企業は何から始めれ
ばいいのか・本当に実現できるのか不安を募らせています。本セミナー
では、これから『働き方改革』を取り組む中堅・中小企業のために、そ
の目的を絞り込み、実現する計画と実践方法を明らかにしていきます。

Ｂ

【講師】
株式会社オービックビジネスコンサルタ
ント（OBC）
株式会社workup人事コンサルティング
社会保険労務士内野光明事務所
代表･特定社会保険労務士
内野 光明 氏

12:30〜13:30

受付開始12:15

社内でも企業間でも使える！
業務改善クラウド kintone (キントーン)の基本から活用例まで徹底解説
2011年のリリースから僅か6年で7,５00社を超えるお客様にご利用い
ただいているkintoneは、社内にあるさまざまな業務を働き方改革へ向け
て改善する事ができるクラウドサービスです。例えば、業務日報、案件管
理、報告、申請業務など、紙やメール、Excelで管理している社内の情報
を簡単な操作でwebデータベース化し、webブラウザで利用できるシス
テムを作る事ができます。クラウドサービスなので、部門利用のExcelの
代わりや全社利用のデータベースとしてだけでなく、企業間のビジネスコ
ミュニケーションの基盤として、スピーディかつセキュアにご利用いただ
く事が可能です。働き方改革へ向けて貴社の情報基盤をkintoneで見直し
てみませんか？本セミナーではkintoneの基本的な利用方法から活用事例
までデモを交えてご紹介いたします。

Ｃ

【講師】
サイボウズ株式会社
営業本部 パートナー営業部
平林

佳華

氏

14:00〜15:00

受付開始13:45

中小企業における戦略的IT導入のポイント〜「経営とITの融合」で実現する成長戦略 〜
クラウド化の進展やAIの活用など、日々刻々とITの技術トレンドは変化
し続けており、中長期的な企業競争力強化とIT活用は密接不可分な経営環
境となっています。一方で、「ITを有効活用できる人材確保が困難」「投
資効果の高いIT導入が実現できない」「IT投資資金が不足している」など、
ITを活用するための成功のカギを見つけることに苦慮されている中小企業
様が多いことも事実です。本セミナーでは、「IT導入を経営に活かした
い」という中小企業様を対象に、 経営とITの融合 を実現するための重
要ポイントをご提案いたします。弊社が積み重ねてきた数多くの中小企業
様へのITコンサルティング事例を元に、そこから見えてくる「成功と失
敗」を分かつ分岐点と対応上のポイントをお伝えします。

Ｄ

【講師】
富士ゼロックス首都圏株式会社
基幹ソリューション営業部
基幹コンサルティンググループ
中小企業診断士 ITストラテジスト
唐澤

智哉

氏

15:30〜16:30

受付開始15:15

補助金・税制優遇等で必須【経営力向上計画】とは？
〜経営力向上計画の作成と活用のメリット〜
税制優遇や設備投資補助金の活用による、弊社の経営支援についてご紹
介します。平成28年7月1日に、中小企業等経営強化法が施行されました。

【講師】
富士ゼロックス株式会社
地域創生営業部
お客様事業支援G

経営力向上計画の認定により、投資設備の税制優遇・補助金審査時の加
点・信用保証枠の拡大などの支援策を受けられる等メリットが得られます。

松井

哲也

氏
DHC̲D

ぜひ経営力向上計画の策定と利用におけるポイントをご確認下さい。
セミナーの申し込みは、
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい4-4-2
Tel 045-681-1101

http://www.fujixerox.co.jp/knx/

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。

http://www.fujixerox.co.jp/knx/ibss2018
担当者コード

