富士通ソリューションセミナー2018
協賛：株式会社 TAS
株式会社 富士通マーケティング

ごあいさつ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
今、私たち富士通はお客様やパートナー様と共に、数多くの共創に取り組んでいます。
デジタル技術が急速な勢いでビジネスや私たちの暮らしを変えているこの時代には、１社だけでビジネスを行うのではなく、業界の垣根を
越えて連携し、多様な皆さまと共に価値を創り出していくことが不可欠と考えております。
最先端の人工知能（AI）や、Internet of Things（IoT）技術を使い、ものづくりの品質や効率が大幅に向上するなどの
具体的な成果が様々な分野から出てきております。
この度、お客様のビジネス変革、経営強化に向けての一助としていただきたく、「富士通ソリューションセミナー2018」を開催いたします。
本セミナーでは、最先端のテクノロジーついて、セミナー、デモを通して幅広くご紹介させていただきます。
お客様の新たなビジネス展開にお役立ていただきたく、ご多用の折とは存じますが、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。
2018年9月吉日
敬 具
富士通株式会社

セミナー概要
■日時

■アクセス

平成30年11月14日（水）10:00～17:０0
■会場

プラザ萬象 大ホール
（住所：〒914-0047福井県敦賀市東洋町1番1号）
■参加お申し込みについて
お申込みにつきましては、別紙ＦＡＸ申込書若しくは下記URLよりWebサイトに
必要事項をご記入の上お申し込みください。
尚、セミナーにつきましては、定員になり次第、締め切らせていただきます。
＜ＦＡＸ申込書送付＞

FAX:0776-34-1701
＜お申込みWebサイト＞

https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/7533
スマートフォンからもお申込み頂けます。

・電車／JR敦賀駅より徒歩8分
・バス／敦賀コミュニティバス
（市街地循環線左回り）「プラザ萬象前」下車

セミナーのご案内 ※セミナーにつきましては、内容が変更になる場合がございます
お客様の様々な課題や新たなICT利活用に対応した、富士通のソリューションや最新テクノロジーについて、ご紹介いたします。

セミナープログラム
【Ａ-1】
10:30～11:30

働き方改革の取り組み

昨今、グローバル化の進展や労務構成の変化などにより、多様
な人材の活躍を重視した柔軟な働き方が求められるようになっ
てきました。改正労働基準法および実績あるソリューションを交
え、お客様の取り組むべき内容をご紹介します。

【Ａ-２】
13:30～14:30

多様なワークスタイルに
対応できるWindows10

～失敗事例から学ぶ導入・移行ポイント～

Windows7 EOS待ったなし！当社の実践事例・失敗事例か
ら学び、ワークスタイル変革を見据えたWindows10の導入・
移行のポイントや、様々な導入スタイルについてご提案します。

【Ａ-3】
15:00～16:00

「組合せ最適化問題」を実用
レベルで解ける唯一のコンピュータ
「FUJITSU Digital Annealer」

実用性の面で課題の多い量子コンピュータに対し、デジタル技
術の優位性を活かして量子コンピュータの優れた点をデジタル回
路で再現することで、早期実用化を実現した先端技術 「デジ
タルアニーラ」についてご説明します。

生産管理モダナイゼーション
～CRP・デバイスフリー・AI～

【Ｂ-１】
10:30～11:30

【C-1】
IoTを活用した安心・安全な取り組み
10:30～11:30 ～最新のICTによる防災・減災対策～

稼働中の資産を活かしながら最新の製品や設計でシステムを
置き換え、CRP・デバイスフリー・AIといった手法や技術を取り入
れた生産管理システムをご紹介します。

短時間、局地的に起きるゲリラ豪雨や、スマホによる市民から
の通報等、近年求められる機能が変化してきている防災シス
テムとその機能について、事例を交えてご説明します。

【C-2】
13:30～14:10

【Ｂ-2】
工場の状況をリアルタイムに可視化
13:30～15:00 生産現場で効果を生むIoTセミナー

働き手不足等からくるグローバル化に伴い言葉の壁への対応が
急務！最適解であるグローバル言語による社員間のコミュニ
ケーションや会議等における自動翻訳(20ヶ国語対応)・テキス
ト化、議事録作成時間短縮に有益な情報をお伝えします。

生産設備からのIoTデータや人が入力したデータなど、生産ライ
ンにおける様々な情報を収集・蓄積し、工場内の設備毎の稼
働状況や生産状況をリアルタイムに把握できる“生産現場の可
視化”ソリューションをご紹介します。

【Ｂ-3】
15:30～16:30

中小企業との共創による
ものづくりイノベーションの実現

【C-3】
15:00～16:00

～医工連携への参入事例のご紹介～

日本で「オープンイノベーション」を進めることは非常に困難と言
われています。業種、業態を超えたネットワーク構築とその維持
とこれを進めるには、様々な壁が立ちはだかります。
新しい市場の創造に向け、知識や技術の交流はどのように進め
ればよいのか？実例を参考にみなさんと一緒にオープンイノベー
ションの可能性について考えていきます。

グローバル言語対応による
コミュニケーション・翻訳テキスト化
～「LiveTalk」ご紹介～

政府主導の働き方改革の推進にあわせた業務効率化、少子
高齢化に伴う労働力不足などの対応策として、AI/RPAに注
目が集まっています。自治体様での活用事例を交えご説明し
ます。

<体験型セミナー>
【D-1】
10:00～12:00
【D-2】
14:00～16:00

展示のご案内

自治体における
AI/RPAの取り組み

RPA（ロボオペレーター）
体験セミナー【全２回】
定員：10名

実際にロボオペレータの実機を使用し、簡単に業務システムを
ロボット化できることを体験頂きます。

※内容が変更になる場合があります

デジタル技術を活用したサービスが登場するなど、ビジネス構造の変化が生まれ、業種や業界の壁を超えた連携はますます加速しています。
富士通は、長年にわたり培ってきた様々な業務における専門性や経験・知見を活かし、異なる業種・業態でのビジネスコラボレーションを実現したいと考えます。
お客様とともに実現するデジタル革新とそれを支える富士通のICTをご紹介します。
IoT
□ 光って探せるSTOCタグ
□ パッと見てすぐ気づくIoT

ICT
□ 最新パーソナルコンピュータ/タブレット
□ デジタルサイネージ（簡単イーゼルサイネージ）
□ Wi-Fiエッジコンピューティング Relay2

RPA
□ RPAを活用した伝票・日報自動入力ソリューション（ロボオペレーター）
□ RPAで取り組む事故削減
□ 「Autoｼﾞｮﾌﾞ名人」 「Autoﾌﾞﾗｳｻﾞ名人」「Autoﾒｰﾙ名人」

AI
□ Unibo（ロボット）×AIソリューション
□ ダイバーシティ・コミュニケーションツール LiveTalk

セキュリティ
□ 手のひら静脈認証 入退室装置

教育
□ 文教向けソリューション（スクールタブレット）
□ 新しい手書き電子ドリル（ペンまーる）
□ 表出・文章表現を支援するソフトウェア（きもち日記）

業種
□ 中堅企業の生産管理システム（GLOVIA iZ 生産）
□ タブレットで介護記録を効率化
□ 製造業向けソリューション

働き方改革
□
□
□
□

長時間残業抑止ソリューションIDリンク・マネージャーⅡ
音声認識でコミュニケーションの見える化
スマート勤怠管理「Be Track」
在籍管理

業務効率化
□
□
□
□
□
□

スマートコミュニケーションツール（LINEWORKS)
スマートコミュニケーションツール（IPトランシーバー)
カメレオンコード活用によるSaaS勤怠管理 勤給解決
給与業務 i-Compass（Web給与明細）
ISDN回線終了におけるデータ通信対応
ペーパーレス会議

BCP
□ Barracuda Backupアプライアンス（クラウドセット）
□ スマート連絡網

その他
□ ドローン利活用ソリューション
□ ドローン体験会
□ アプリ開発ソリューション

【お問い合わせ先】
富士通株式会社 福井支店 セミナー事務局
株式会社富士通マーケティング福井支店 セミナー事務局
〒918-8003 福井市毛矢1-10-1（セーレン本社ビル5F）

TEL:0776-50-6350 FAX:0776-34-1701

営業時間 8:40～17:30（土・日・祝日を除く）

株式会社TAS セミナー事務局
〒914-0812 敦賀市昭和町2-2-2（TASビル）

TEL:0770-24-3520 FAX:0770-24-3541
営業時間 8:20～17:00（土・日・祝日を除く）

富士通ソリューションセミナー2018 FAXお申込書
お申込は、本申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。
尚、セミナーにつきましては、定員になり次第、締め切らせていただきます。

FAXでのお申込み

お申込締切：11月12日（月）

FAX:0776-34-1701

下記の【個人情報の取扱いについて】にご同意の上お申し込みください。

貴社（団体）名
ご住所

〒

電話番号
ご所属・ご役職

お名前

参加セミナー№に○をお付け下さい

(E-mail)

E-mail:

@

E-mail:

@

E-mail:

@

E-mail:

@

E-mail:

@

A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 C-1 C-2 C-3 D-1 D-2

お問い合わせ先
富士通株式会社 福井支店 セミナー事務局
株式会社富士通マーケティング 福井支店 セミナー事務局
TEL:0776-50-6350 営業時間 8:40～17:30（土・日・祝日を除く）
株式会社ＴＡＳ セミナー事務局
TEL:0770-24-3520 営業時間 8:20～17:00（土・日・祝日を除く）
【個人情報の取扱いについて】
●ご記入いただいた個人情報は以下の目的に使用いたします。
・受付業務、来場管理など本イベントの実施に必要な範囲で使用いたします。
・富士通株式会社及び富士通グループ会社、共催会社より、製品／セミナーのご案内などお客様に有用な情報の提供に使用させて頂く事があります。
●上記目的のため、当社から富士通グループ会社、共催会社に対して、契約により適切な管理を義務付けた上で、e-mail等で個人情報を提供させていただく場合
があります。
●ご提供いただいた個人情報は富士通「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に管理します。
個人情報保護ポリシー：http://jp.fujitsu.com/about/compliance/privacy/
●個人情報の開示、訂正、追加、削除および利用停止を希望されるお客様は、上記「お問い合わせ先」の富士通株式会社福井支店」までご連絡ください。

展示
のみ

