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 名称：富士ゼロックス 横浜みなとみらい事業所
 住所：〒220-8668

神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目1番

・各JR・地下鉄・私鉄線「横浜」駅より徒歩8分
・みなとみらい線「新高島」駅 徒歩6分
※当ビルには利用可能な駐車場がございません。

お車にてご来場の際は、近隣の駐車場をご利用ください。

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また平素は格

別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

オリンピックイヤーである2020年、いよいよ「働き方改革」は

すべての企業において推進強化の年でもあります。

富士ゼロックスでは、お客さまの「働き方改革」を実現する技術

開発・ソリューション提供を日々行っております。そして、皆様に

おける個別課題への対応を実現すべく、様々な分野の企業と協力し

て、各種ITソリューションをお届けしております。

今回のフェアを、お客さまの「働き方改革」に対する具体的な解

決のヒントの場にしていただければ幸いです。

ご多用の折とは存じますが、何卒ご来場賜りたくご案内申し上げ

ます。

敬具

2020年1月28日(火)・29日(水)
10:00～18:00
10:30～17:00
富士ゼロックス

横浜みなとみらい事業所

富士ゼロックス神奈川株式会社

Smart Work Innovation 2020 In YOKOHAMA
～働き方改革体験会～



展示・デモコーナー営業プロセス改革

株式会社NTTデータNJK
オフィス業務の自動化を実現するソフトウェアロボット！
純国産RPAソリューション WinActorのご紹介

WinActorは2010年にNTT研究所で産まれた純国産RPAソリューションで
す。Excel、ブラウザ、個別の業務システム等、Windows端末から操作可

能なあらゆるアプリケーションの操作をシナリオとして登録することで、
ユーザーのPC操作を自動化します。定型業務をWinActorに任せることで、

作業時間やコストの削減、業務の品質向上など、あらゆるメリットがあ
ります。

ブースではWinActorの特徴、シナリオ作成方法、事例のご紹介等を行わ
せて頂きます！

●WinActor

サイボウズ株式会社

プログラミング知識は不要！働き方改革を促進する業務システ
ムを最速で作成。クラウド型Webデータベース「kintone」

紙やメール、Excelで管理している顧客情報、業務日報、案件管理、申請
業務などはありませんか？kintoneは社内に散らばっている様々な業務を
web データベース化し、まとめることができるクラウドサービスです。

プログラミング要らずの簡単構築で管理や運用のコストも軽減。業務の
変化にも柔軟に対応できるkintoneだからこそ、自社に合ったシステムを
導入することができます。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？

●kintone

株式会社エイトレッド

ワークフローによる働き方改革

働き方改革法案が施行され、限られた業務時間の中でいかに生産性を向
上させるかが求められます。
X-point・AgileWorksは社内業務フローの電子化を実現できます。

費用対効果はもちろん、今まで使い慣れた書類をそのまま電子化するこ
とができ、電子化により業務効率を上げ、決裁スピードを早めることで
会社業務全体のスピードアップに貢献します。

働き方改革に向けた業務プロセス改善、内部統制の強化、書類の電子化
などに向けたワークスタイル変革に対応します。

●X-point ●AgileWorks

株式会社テンダ

PC業務の洗い出しと操作の可視化でRPA導入を進める！

RPAに置き換える業務の洗い出し方や、どういった業務がロボット化で
きるのか、費用対効果が見えにくいなどの導入課題から、RPA導入後の
効果測定･削減効果の確認、設定業務の適正検証など、RPA業務化の抽

出･自動解析･判断･時間算出が、低コストで実現可能な業務改善も行え
る「D-Analyzer」のご紹介。
さらに、業務効率化を支援するマニュアル自動作成ツール「Dojo」で操
作マニュアル作成と操作の可視化でRPA導入を進めます！

●RPA導入前 業務分析ツール「D-Analyzer」
●マニュアル＆コンテンツ自動作成ツール「Dojo」

P １

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

いまこの瞬間、レポート作成の手作業はゼロになる！

時間をかけてExcelで集計・レポート作成をしていませんか？
MotionBoardは社内外の様々なデータを価値ある情報に変える、表現力
と分析力を兼ね備えたBIダッシュボードです。リアルタイムにデータ

を集計・可視化することで会議や報告のためのレポート作りから解放
されます。富士ゼロックス及び、富士ゼロックスグループでの自社導
入を頂き「営業プロセス革新」としてご活用頂いているソリューショ
ンとなります。

●MotionBoard ●Dr.Sum

業務プロセス改革

株式会社ラクス

経費精算システム「楽楽精算」のご紹介
～経費精算業務の効率化で働き方改革～

■楽楽精算

交通費、出張費、交際費などあらゆる経費精算業務を電子化し、一元
管理できるシステムです。
これまで5,000社以上の導入実績があり、クラウド型経費精算システム
NO.1の導入社数です。
月額3万円から利用可能と低コストで始めることができます。また、

電子帳簿保存法の緩和に伴いペーパーレスの検討にもご活用いただけ
ます。

●楽楽精算 ●楽楽明細

富士ゼロックス株式会社

買掛金管理自動化支援ソリューション

請求書処理の申請から承認、保管までの一連のライフサイクルの改善や、
会計システムとの連携による総合的な業務効率化を実現します。

さらに、活用による自動化、クラウドやモバイル連携の活用で、「より
クリエイティブな働き方」への変革をご支援します。

●Esker

富士ゼロックス株式会社

「Salesforce」を活用した営業プロセス改革ソリューション

Salesforceは、企業と顧客をつなぐ顧客管理ソリューションです。マー

ケティング、営業、コマース、サービスなどすべての部署で、顧客一人
ひとりの情報を一元的に共有できる統合CRMプラットフォームです。

富士ゼロックスの営業生産性向上の取り組みとその過程で蓄積した言行
一致のノウハウを入れ込み、「営業プロセスの標準化」「マネジメント
変革」「定着化と仕組み作り」などの具体的事例をご紹介いたします。

●Sales Cloud ●Service Cloud ●Platform ●Community Cloud

富士ゼロックス株式会社

世界中で利用されているZohoサービスを富士ゼロックスのサ
ポートと合わせてご提供

Zohoとはゾーホーコーポレーションが提供するオンライン・ビジネ
ス・アプリケーションです。
顧客管理や営業支援に活用するCRMシステムやデータ分析のためのBI
ツール、マーケティングツールやカスタムアプリ構築ツールなど、ビ
ジネスのさまざまなシーンで効果を発揮する多くのサービスを揃え、
さまざまな企業活動をサポートしています。

●Zoho

株式会社アイル

受発注業務をBtoB専用ECシステム・WEB受発注システムで
もっと楽に早く！

「電話・Faxで来る注文の対応」「毎日来る単価や注文履歴、在庫問合

せの対応」「ミスも多い基幹システム手入力業務」にお悩みではないで
すか？
企業間取引に特化したECパッケージ「アラジンEC」でこれらのアナログ
作業を大幅に削減できます！出展ブースでは事例紹介させて頂きます！
◎受発注業務の負荷削減に成功した企業様の導入事例
◎売上・利益拡大に繋げている企業様の導入事例
またアラジンECだけでなく、販売在庫管理システム「アラジンオフィ

ス」を含め、基幹業務全体の生産性向上・業務改善の事例のご紹介をさ
せて頂きます！

●BtoB専用ECシステム・WEB受発注システム「アラジンEC」
●業種特化型販売在庫管理システム「アラジンオフィス」



展示・デモコーナー

法令対応

P ２

株式会社オービックビジネスコンサルタント

ついにリリース！SaaS型「奉行クラウド」で業務生産性UP！

2019年10月にSaaS型「奉行クラウド」の新製品がリリースとなりまし
た。

昨今、業務システムのクラウド化が急速に進んでいる中、「会計」「総
務人事」「販売仕入」システムのクラウド化についてのメリットをご紹
介させて頂きます。

働き方改革への対応・人材不足といった課題を抱える企業様は是非お立
ち寄りください。業務担当者様の生産性向上を実現されたお客様の成功
事例もご案内させて頂きます。

●奉行クラウド ●奉行クラウドEdge ●奉行10シリーズ

クロノス株式会社

労基法改正対応！勤怠管理システム

2019年4月の法改正により年休取得の義務化は全企業対象になりますが、
時間外労働の上限規制に関しまして、大企業様はすでに4月よりスター
トしておりますが、中小企業様は１年間の猶予期間を経て2020年4月よ
り対応する必要があります。

労基法違反にならないようにどのような点に注意したら良いのか、また
システムではどのような管理ができるのかをご紹介させて頂きます。

●クロノスperformance ●テレタイムシリーズ
●クロッシオン（申請承認システム）

ピー・シー・エー株式会社

基幹業務クラウドで働き方改革を推進！サービス開始10年以上、
13,000法人の導入実績を誇る『PCAクラウド』のご紹介

基幹業務クラウドサービス『PCAクラウド』は、自社で対応するのが面
倒なOS、デー タベース、サーバー用アプリケーションのインストール、
セキュリティパッチの適用、 夜間バックアップなどなど…管理・運営に
関わる業務はすべてお任せ。10年以上にわ たり磨いてきた管理・運営

ノウハウ、リーズナブルな価格設定でお客様の基幹業務を強力にバック
アッ プし、業務担当者の働き方改革を推進します！
展示ブースでは、『PCAクラウド』を中核に複合機や他システムとの
データ連携によるデジタルトランスフォーメーションをご案内します。

●PCAクラウド

株式会社エフアンドエム

「オフィスステーションで年末調整・労務手続きが劇的に変わ
る。」

・2020年4月に迫った社会保険等の電子申請の義務化対応でお悩みの方
・税制改正に伴う年末調整業務の業務増加に関してお悩みの方

いまだ手作業や紙での対応が多く、効率化が遅れがちなバックオフィス
業務。テクノロジーの力でその手間を開放し、働く人それぞれが、人で
しかできない業務に集中できる環境を構築する。それを実現できるのが
オフィスステーションです。

●オフィスステーション労務 ●オフィスステーション年末調整
●オフィスステーションWeb給与明細

トータルセキュリティ・BCP

富士ゼロックス株式会社

セキュリティ相談コーナー

2020年東京大会を標的としたサイバー攻撃が激化するという警告が発せ
られています(※)。
御社はセキュリティ対策に不安はありませんでしょうか？ セキュリティ
相談コーナーではセキィリティリスク診断シートを使ってお客様IT環境
の簡易リスク診断をさせていただきます。

またそのリスクに対して適切なセキュリティ対策を富士ゼロックスの商
品・サービスだけでなく、他社も含め幅広くご紹介させていただきます。
(※)内閣サイバーセキュリティセンター「サイバーセキュリティ2019」2019年5月発表

●SmartCyberSecurity ●beat

arcserve Japan 合同会社

クラウドバックアップで災害対策を始めましょう

気候変動により日本ではますます災害へのリスクが高まっています。
今後、災害対策を行わない企業はCSR（企業の社会的責任）の観点、ビ

ジネス継続の観点から企業価値が低下し取引先からの信用を失う可能性
があります。

従来、ハードルの高かった災害対策サイトやクラウドへのデータ転送、
事業復旧を手軽に行うソリューションをご紹介いたします。

●Arcserve UDP ●Arcserve Replication
●Arcserve Business Continuity Cloud

富士ゼロックス株式会社

複合機での出退勤時刻の打刻

複合機で出勤時刻、退勤時刻を打刻することができます。ICカードでの
認証後、複合機パネルのボタンを押すだけの簡単操作。 打刻した時刻
データを複合機からPC(サーバー)に自動でUpload可能。Uploadしたデー
タは勤怠システムと連携出来ます。
使用するICカードは既にお使いのものでOK。新規にICカードを作成する
場合や、カードの発行枚数が多い場合(アルバイトさん用、パートさん
用など)は、弊社製「ICカードラベル発行システム」と紙ICカードがお
勧めです。

富士ゼロックス株式会社

PCA給与クラウドと複合機・Working Folderとの連携により給与
明細書を効率的に配布

PCA給与クラウドとの連携により給与明細書を印刷、封入封かん、仕分

け、配布する作業が削減できます。給与明細書を紙で配布する場合は、
担当者が複合機に対して一括で出力指示をするだけで、各従業員はIC
カード等で複合機で認証すると自分の給与明細書だけを印刷できます。
又、電子配信する場合は、担当者がWorking Folderに一括で登録するだ
けで、各従業員はメールで通知されたURLとパスワードで電子ファイル
の給与明細書が閲覧できます。

● PCA給与クラウド＋Working Folder連携（参考展示）
●PCA給与クラウド＋MFP連携（参考展示）

RPAテクノロジーズ株式会社

定型業務自動化支援ソリューション「BizRobo!」のご紹介

業務効率化の解決策として引き続き注目を浴びている技術のひとつが、
RPA(RoboticProcessAutomation)です。

本ブースでは、バックグラウンド処理による圧倒的なパフォーマンスを
実現できるRPA「BizRobo!」を活用した面倒な繰り返し作業の自動化
（代行）をご紹介いたします。
また、クライアント型の「BizRobo! mini」の登場により、スモールス
タートでBizRobo!を使い始めることが可能になりました。デモンスト

レーションを通してロボットによる作業代行をご体感いただけましたら
幸いです。

●BizRobo! Basic ●BizRobo! Mini ●BizRobo!マーケット
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展示・デモコーナー

P ３

日本ストラタステクノロジー株式会社

お客様のビジネス継続性と大切なデータを守る無停止型サー
バー

安心・安全なIT運用をシングルサーバー同様の使いやすさと簡単な運用
でご提供するストラタス独自の2つの「止まらないサーバー」（ftServer、
ztC Edge）をご紹介させていただきます。24時間365日、あらゆる分野

のシステム環境に「止まらない安心」をお届けし、お客様のビジネス継
続性と大切なデータをお守りします。

●ftServer ●ztC Edge

Sky株式会社

リスクの発見とIT運用管理を支援します。
「SKYSEA Client View」

クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」は、IT資産の

安全な運用管理やサイバー攻撃へのリスク対策、個人情報など重要デー
タの情報漏洩対策を支援する各種機能を搭載しています。
また、PCの操作ログを活用して、従業員の労働時間を把握する支援機能
やWindows10の大型アップデート管理などWindows10に特化した管理機
能も搭載しております。

●SKYSEA Client View 

デル株式会社

~Dell Precision 20YRSによせて~
過去20年にわたって、Dell Precisionはクリエーターやデザイナーのニー

ズに合わせて画期的なハイパフォーマンスのワークステーションをお届
けしてきました。
今ここに発売から20年を超えて卓越したパフォーマンスを実現する
Precision WSを使用した最先端ソリューションを提案させて頂きます。

●Precision WS7920 ●Precision WS5530 ●Precision WS7730
●Latitude7300 2in1 ●ハイエンドモニター*2

富士フイルム株式会社

世界初の回転式レンズ・超短焦点投写・広いレンズシフトで、
空間演出の可能性を広げる、画期的なプロジェクターFP-Z5000
世界初の屈曲型二軸回転機構の超短焦点レンズを搭載した業務用高輝度
プロジェクター。壁やスクリーンだけでなく、天井や床投写、縦長の
ポートレート投写が簡単に行えます。75㎝の至近距離から100インチの

大画面を投写するので、狭いスペースで大画面を実現。クラス最大のレ
ンズシフト機能は影の出来にくい投写が可能です。これら他に類を見な
い機能とスタイリッシュな外観デザインにより、2019年度グッドデザイ
ン金賞を受賞しました。

●FUJIFILM FP-Z5000プロジェクター

日本ヒューレット・パッカード株式会社

小中規模からでも始められるArubaの仮想コントローラー型アク
セスポイント（IAP）

HPE Arubaの仮想コントローラー型アクセスポイント（IAP）であれば、

小中規模環境でも電波調整やローミングなどの機能がライセンス不要で
利用可能です！
またArubaCentralのライセンスを追加いただく事でクラウドでの多拠点

管理も可能！その他有線も含めたネットワーク全体のご紹介をさせて頂
きます。

●HPE Arubaアクセスポイント ●HPE Arubaスイッチ ●サーバー関連

株式会社日本HP
HPのビジネスPCで「セキュリティ」「生産性向上」で働き方改
革推進を実現

働き方改革元年。企業の働き方の多様性により必要とされるデバイスの
在り方にも見直しが必要です。Windows10の導入が進んでいる状況では
ありますが、OSの更新だけでは十分とは言えません。
HPでは、「世界で最も安全なビジネスPC」を目指して過去から取り組

んでおり、他社にはないユニークな機能が実装されております。生産性
を向上させ、かつセキュリティを確保したHPの最新のデバイスをご紹介
します。

●HP EliteBookシリーズ ●HP EliteDisplayシリーズ
●HPイチ推し商材（一部）

レノボ・ジャパン株式会社
レノボエンタープライズソリューションズ株式会社

それぞれの働き方に、最適なデバイスを

働き方改革の実現を支援する環境整備をレノボはお手伝いいたします。
A. ひとりひとりが最高の生産性を発揮するためのデバイス選択
B. 場所の違いを意識させないコミュニケーションインフラ
C. どこでも安心して働くことができるセキュリティ基盤
D. 先進技術を活用し顧客の新たなビジネスモデル構築と業務刷新をご支援

●ThinkPad X1carbon(14型モバイルノートブック)
●ThinkPad X390(13.3型モバイルノートブック)
●ThinkVision M14(14型モバイルモニター)
●ThinkSmart Hub500(Skype for Business・Teams専用テレビ会議デバイス)
●レノボ純正周辺機器ドッキングステーション・プライバシーフィル
ター・プレゼンターマウスetc.
●ThinkCentre Nano M90n-1(超小型デスクトップ)
●ThinkCentre Nano IoT M90n-1(超小型エッジPC)
●ThinkSystem SE350(超小型エッジサーバー)

株式会社アール・アイ

利便性を追求した新しい仮想デスクトップ製品
「ShadowDesktop」

「ShadowDesktop」はPC内のデータのみをクラウドへ仮想化する製品で
す。クラウドを意識する事なく、あたかもPC上にデータがあるかのよう
に使えるのが特徴です。
VDI、シンクライアントと同様のセキュリティを持ちつつ、オフライン
でも使用出来る等の利便性を兼ね備えております。

●ShadowDesktop ●SecureBack4 ●AirBack2シリーズ

デジタルアーツ株式会社

WEBとメールを無菌室化する

弊社では、ホワイトWEB運用で安全なサイトにのみアクセスさせる仕事
環境を実現することが可能となっています。
また、WEBセキュリティ製品のi-FILTERと、メールセキュリティ製品の
m-FILTERを連携することにより、マルウェアの感染経路の入り口である
メールをm-FILTERで対策し、マルウェア感染して情報を抜き取られる出
口であるWEBをi-FILTERで対策することにより、弊社製品で、入り口対
策と出口対策を行なうことが可能となっています。

●i-FILTER Ver.10 ●m-FILTER Ver.5 ●FinalCode＠Cloud 



ソリューション別

展示・デモコーナー
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コネクシオ株式会社（ドコモショップ横浜馬車道店）

ドコモとスマホではじめる働き方改革

ドコモの働き方改革ソリューション商材の中から、今回は社内でも社外
でもケータイ・スマホで内線通話、業務効率化に向けたクラウド電話帳
サービスをご紹介いたします。
また頑丈で画面が割れにくいハンドソープで洗えるタフスマホもご紹介。
セミナー開催のドコモ5Gについて、オープンパートナープログラムの申
込みを受付いたします。

●クラウドPBX+オフィスリンク ●オフィスリンク＋ ●arrows Be3
●ドコモの5G

富士ゼロックス神奈川株式会社

One to Oneコミュニケーションによるお客様接点強化のご紹介

一人一人に合わせた販促情報をのせたカストマイズ明細書を実現し、
ROIを高める手法をご紹介します。デジタルと融合したバリアブル帳票
×視認性の高いA３ドキュメントの作成、増力化を支援します。

●作成サンプル
●One to Oneシステム

システム・アルファ株式会社

「販売管理システム」、「LINE WORKS」で業務改善！

「GLOVIA きらら」「GLOVIA smart FMMAX」はDocuWorksと連携する

「カスタマイズ型」の販売管理システムです。製造業、卸売業の細業種
に特化したテンプレートは幅広い分野から高い評価を頂いております。
「移行サービス」はACCESSやVB等で構築したシステムのバージョン
アップ、再構築を支援します。個別システムのお悩みを解決します。
「LINE WORKS」はLINEとつながる唯一のビジネスチャットです。LINE
でおなじみのチャットやスタンプなど、仕事で活用できる充実した機能
と管理者機能を備えています。

●GLOVIA きらら ●GLOVIA smart FMMAX ●移行サービス
●LINE WORKS

イナバインターナショナル株式会社

【働き方改革につなげるオフィス家具】

働く姿勢に合わせボタンひとつで650㎜から1250㎜まで の高さ調節可能
な電動式上下昇降デスクNOVIEと新感覚チェアSWINを展示させて頂き
ます。
社員の健康増進、効率UP、モチベーション向上が期待できます！
是非ご体感下さい。

●電動昇降デスク NOVIE ●SWINチェア

富士ゼロックス神奈川株式会社

お客様のベストパートナーを目指して 「e-Qix」

富士ゼロックスのオフィス用品通販「イー・クィックス（e-Qix）」。
オフィス用品にとどまらず、取扱商品を拡大しており、便利なWEB機能

やサービスを順次導入、お客様の間接業務の効率化をお手伝いいたしま
す。本ブースでは、働き方改革に関するアンケートで上位にランクイン
した「効率化できる文具」を中心としたイー・クィックス人気商品、ま
た、ゼロックス最新複合機で1枚からプリント可能で簡単に作成するこ

とが出来る“長尺用紙”や“オリジナルクリアフォルダ”の内製化をご
紹介します。

●E-Qix

ナイスコンピュータシステム株式会社

経営管理システム「木太郎」で働き方改革を推進

木材・住設建材・サッシ業向けに特化した経営管理システム「木太郎シ
リーズ」をご紹介します。

見積書・請求書・納品書の作成はもちろん、見積・売上・請求・仕入・
受発注業務を連動することで業務効率を高めます。
開発から販売、サポートまでの一貫体制をぜひご体感ください。

今回はさらに、外出先での木太郎利用で実現する働き方改革、クラウド
バックアップによるBCP対策についてもセットでご紹介いたします。

●木太郎 働き方改革 外出先での木太郎利用
●木太郎 BCP対策 クラウドバックアップ ●木太郎 サッシ連携

株式会社タテノプランニング／株式会社稲妻屋

「これからの高齢化社会に向けての安全管理と企業の

リスクマネジメントの重要性」

高齢化社会に向けて、転倒事故（滑ってころんだ）で死亡したり、寝た
きりになったりする人が、年々増えています。
平成29年度中の交通事故による死亡者数3,694人に対して転倒/転落によ
る死亡者数は、何と9,150人にもなると言う衝撃の事実があります。
また、厚生労働省では「STOP転倒災害プロジェクト」を展開中です。

お客様や従業員を転倒事故から守るために、床、階段などの滑り止め施
工をご提案いたします。

●美観変わらず滑り止め効果「クリアグリップ」●臭いが気にならない
水性タイプ「クリアグリップアクア」●強力な防滑性と耐久性「カパラ
グリップ」

富士ゼロックス神奈川株式会社

高品質で効果的な名刺内製化のご紹介

ビジネスや自己紹介で頻繁に使われる名刺。必要な時に必要な量を、効
率的・効果的に作成するために、富士ゼロックスがお手伝いさせていた
だきます。

高品質でオリジナル性の高い名刺を効率よく作成するにあたり、社員名
簿から簡単に名刺を作成するツールや、美しく効果的に見せる各種名刺
用紙までご紹介いたします。是非お立ち寄りください！

●名刺作成ソフト「め組」●名刺カッター「ProsCut」●各種名刺用紙
●DocuColor7171P

ワークスタイル改革

SB C&S株式会社
マイクロソフト Office365
（オフィスあんしんオンラインスイート）

富士ゼロックスおよび関連会社の約5万人が利用している「Office 
365」の効率的な活用方法をご紹介いたします。
【Microsoft Teams】個人間のコミュニケーションや、複数で、いつで
も、どこでも、誰とでも！情報を共有しながら作業が可能
【SharePoint Online】文書共有、掲示板などのポータルサイト、また

チームやプロジェクト単位で情報共有を行う「チームサイト」を、簡
単に立ち上げられます。
※ Office 2010 2020年10月13日サポート終了

●オフィスあんしんオンラインスイート



ApeosPort-Ⅶではじめる

私たちの働き方改革 体験コーナー 4F展示ホール

さまざまな職場で働く人が直面するお困りごとを解決するためにどのような支援ができるのか、

シーン別に体験していただきます。

仕事と子育ての両立を目指して奮闘中。在宅でもオフィスみたいな仕事環境がほしい。

富士ゼロックス株式会社

ドキュメントの有効活用を実現するクラウドサービス

働き方改革の取り組みを進められる中、①オフィスに縛られない働き
方を実現し、人材確保につなげたい②社員のコミュニケーションを活
性化し、生産性向上につなげたい③自社でのセキュリティ対策や、
サーバー管理を運用には限界がある。そのようにお感じのお客様には
クラウド型文書管理が有効です。複合機連携による文書電子化、業務
プロセス管理の自動化･見える化でお客様の生産性向上と効率化を強力
に支援します。
●Smart Workstream ●Smart Data Entry ●Smart WorkAssistant

CASE1

私たちの職場を、もっと快適に、
スムーズに仕事が進む環境に変
えたい。

外出中もオフィスに届く依頼に素早
く対応したい。帰社後の書類仕事も、
もっと効率的にこなしたい

CASE８

CASE３

他拠点とのドキュメント共有に
悪戦苦闘。業務を効率化して、
オフタイムも大切にしたい。

CASE２

紙依存の従来業務に振り回される毎日。
新たな仕事にもっと集中し、自己成長を遂
げたい

CASE６

IT管理に加え、たくさんの仕事
を抱えて大忙し。手間ヒマかけ
ずに社内のデータをしっかり守
りたい。

仕事と子育ての両立を目指して奮闘中。
在宅でもオフィスみたいな仕事環境が
ほしい。

CASE７

CASE５

もらった名刺の整理や管理に一苦労。
お客様情報をもっと効率よく活用したい。

CASE４

複合機の操作に戸惑う日々。手
取り足取り、親身になって教え
てほしい。

富士ゼロックス神奈川株式会社

電子化を支援する DocuWorks9のご紹介

『Smart Work』の実現に向け様々な取組みがある中、最初の第一歩は電子
化から始まります。富士ゼロックスの「DocuWorks」は、ドキュメントの

利用によって行われる業務に焦点を合わせて、大がかりなシステム化をせ
ずに効率化・迅速化して改善する電子化ソリューションです。国内販売累
計600万ライセンスの導入実績のあるDocuWorksがお客様のSmart Workを支
援しますので、是非お立ち寄りください！

●DocuWorks ●DocuWorksトレイ ●WolkingFolder
●DocuWorks文書情報エントリー2 

富士ゼロックス神奈川株式会社

ApeosPort-Ⅶ 働き方改革 体験コーナー

富士ゼロックスの複合機をより便利に、より効率的にご活用いただくため
「かんたん複合機ソリューション」をご用意しています。お客様の業務の
やり方を大きく変えずに、日々の業務で感じるちょっとした課題や手間を
改善すべく、お客様のお困りごとに対して、スキャン、プリント、ペー
パーレスファクスの効率的な活用方法など、各種ソリューションをご紹介
いたします。
●複合機ApeosPort シリーズ ●業務別らくらくスキャン ●Print Utility
●ペーパーレスファックス ●サーバーレスオンデマンドプリント
●Cloud Service Hub ●SkyDesk Cards R

富士ゼロックス株式会社

「情報資産を一元的に管理・共有できるオンプレ」

CADデータ、図面、技術文書、取扱説明書など様々な技術ドキュメン

トを一元管理。版管理機能や、豊富な検索機能で企業の技術情報を高
度なセキュリティ機能で大切に保管するソリューションをご覧くださ
い。

●DocuShare ●ArcSuite Engineering 

新しいインターフェイスの
複合機で解決！

認証機能・ログサービスの
利用で解決！

業務別らくらくスキャンで解決！

指示が見えるヘルプ機能で解決！

ペーパーレスFAXで解決！

複合機とCards-Rで解決！

クラウド連携で解決！

リモートサポートで解決！
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富士ゼロックス株式会社

セキュリティ相談コーナー 4F展示ホール

御社のセキュリティは万全でしょうか？
チェックシートで御社のセキュリティ対策の状況を『見える化』してみませんか？

P ６

セキュリティ関連の展示ブース商材のご紹介

どこからセキュリティ対策をしていいかわからない！会社としてのセキュリティポリシーに対する
社員の認識がない！専任の担当者がいない！といったさまざまなお悩みをお持ちのお客様はもちろ
ん、セキュリティ対策がどこまでできているかを確認したいお客様も是非『セキュリティ相談会』
で、チェックシートによるセキュリティチェックとセキュリティ相談をうけてみませんか？

●SmartCyberSecurity ●beat ●ITあんしんサービスパックⅢ
●SKYSEA Client View ●ShadowDesktop ●i-FILTER Ver.10 等

今回のフェアの展示商材以外のセキュリティ商材もご紹介致します。

セキュリティリスク診断シート

・セキュリティが不安な部分の可視化

・取り組むべきセキュリティ対策の優先付け

・対応できる具体的商材やソリューションのご提案

該当箇所にチェックを
付けるだけの簡単作業

『知る』『守る』『続ける』
の３つの項目に分類

セキュリティリスク診断シートの結果を元にブース相談員と

一緒に考えることでセキュリティ対策への早めの対応が可能となります。
是非ブースにお立ち寄りください。



16:00～17:00 受付開始 15:45

14:30～15:30 受付開始 14:15

10:30～11:30 受付開始 10:15

16:00～17:00 受付開始 15:45

セミナーA講演 【会場：4F】各講演定員：80名 セミナーAプログラムガイド

10:30～11:30 受付開始 10:15

1/29（水）

13:00～14:00 受付開始 12:45

1/28（火）

A-1 A-5

A-6

A-7

A-4 A-8

14:30～15:30 受付開始 14:15

13:00～14:00 受付開始 12:45A-2

A-3

株式会社ドコモCS神奈川支店

法人営業部長

宮本 薫 氏

NTTドコモは、2019年9月20日にRWC開幕に合わせて5Gプレサービス
を国内初として開始し、2020年春に商用化サービスの開始予定です。
「高速大容量・低遅延・多数端末接続」を特長とする「5G」とVRやAI、
IoTなどの技術を駆使し、ユーザの様々なスタイルを革新する、楽しさと
驚きのあるサービス創出の実現にチャレンジし続けています。
5G時代の幕開けにむけたパートナー企業との協創が生み出す『お客様へ

の新たな価値の提供』、『社会問題課題の解決』を実現するドコモの取
り組みについてご紹介します。

日本マイクロソフト株式会社

パートナー事業本部 パートナー営業統括本部 SMB営業本部

シニアパートナーセールスエグゼクティブ

田中 和明 氏

アクタス税理士法人

代表社員税理士

加藤 幸人 氏

富士ゼロックス神奈川株式会社

執行役員

伊藤 浩介

5G時代のビジネス協創に向けた取組み
-さまざまなパートナー様との協創-

富士ゼロックス株式会社

ソリューション＆サービス営業部

ソリューションビジネス営業部 ３グループ

白川 昭久 氏

領収書・請求書はスキャンして廃棄するペーパーレスを実現！

使いやすくなった電子帳簿保存法と経理業務の対応

昨年の税制改正により、電子帳簿保存法の要件がさらに緩和されまし
た。申請書の手続きが簡素化されるとともに、過去分の領収書等につい
てもスキャナ保存することができるようになり、これで倉庫に眠る領収
書等も廃棄することができます。経理の効率化やコスト削減の実現が期
待されます。本セミナーでは、経理業務の生産性の向上につながる電子
帳簿保存法の活用と改正ポイントを、わかりやすく解説していきます。

「働き方改革実現にむけた文書管理の進め方」

働き方改革で問題を起こさないための
BCPとセキュリティ対策を踏まえたIT環境づくり

「富士ゼロックスの働き方変革の実践事例」
－Smart Work Innovation始まる－

2008年から始まった、富士ゼロックスの働き方変革は、
「全社構造改革」の中で全社的に進められました。

【Part1】

「営業プロセス改革」「全社コミュニケーション改革」の取り組みを実
践事例を交えてご紹介させて頂きます。
【Part2】
「全社コミュニケーション改革」では、全社員がDocuworksを使って働き
方変革を実践しています、
その事例を詳しくご紹介させて頂きます。

働き方改革とコミュニケーション基盤としてのOffice365

働き方改革を実現する上で労働問題は近年特にリスクになりえる分野で
す。目前に迫った同一労働同一賃金の対策も喫緊の課題です。

今回は、以下のポイントを中心に、適法な働き方改革を実現する上で必須
となる労務管理について解説します。

（1）労働時間管理の要諦
（2）管理監督者の取扱い
（3）三六協定（特に時間外労働について）
（4）未払賃金の発生要因と調査方法
（5）適法な同一労働同一賃金の対策

少子高齢化により、本格的な労働力人口減少時代が到来しました。企
業にとって人材の確保は重要な経営課題であり、適正人材の採用・定着
率アップ・在籍する社員のモチベーションを高めることはもちろん、
個々の事情に合わせた「多様な働き方」を見直すことで、在籍する社員
により長く勤めてもらえるような仕組みつくりが急務といえます。そこ
で注目されているのが、テレワーク、在宅ワーク、フレックスタイム等
の導入です。そこで課題となるのは、労務管理です。ITツールの導入の

みでは実現しえず、会社として、運用ルールを事前に取り決め、就業規
則に落とし込むなど、事前準備が必要となります。本セミナーではその
実務ポイントを解説します。

働き方改革に伴う法改正やテクノロジーの進化をベースに働くスタイ

ルの変革が求められています。これまでと同じことができればよい、で
満足していませんか？同じアウトプット作成でも時間短縮につながる
サービスやTeams利用でチーム力を最大限に引き出すことが可能となり
ます。当日はOffice365の様々なサービスを連携してご利用頂くことで実
現する「新しいWorkStyle」について、デモンストレーションを交えなが
らわかりやすくご紹介いたします。

人材確保難の時代、企業として生き残るために「”多様な働き方”に

より実現する企業の生産性向上」～テレワーク等の多様な働き方の導

入、 労務管理のポイントから社内制度のつくり方まで～

株式会社ブレインコンサルティングオフィス

社会保険労務士／メンタルヘルス法務主任者

北條 孝枝 氏

レギュレーションズコンサルティング株式会社

代表取締役/特定社会保険労務士

八木 昌孝 氏

「働き方改革を実現するための労働時間管理と同一労働
同一賃金の対策」

P ７

富士ゼロックス株式会社

販売戦略推進部販売促進室

緑川 等 氏

働き方改革を進める中で、在宅勤務制度や営業活動の効率化からテレ
ワーク環境を整える企業が急増しています。しかし、利便性の追求だけ
に投資をした結果、事業継続性に欠けたり、情報漏洩事故を引き起こす
ケースが後を絶ちません。このセミナーではBCP対策とセキュリティ対策

を両立させたテレワーク環境にはどんなことが必要なのかを皆様にお伝
えいたします。

富士ゼロックスグループでは、自社で「働き方改革」を推進し、その
良い点・良くなかった点を踏まえて、お客様の働き方改革推進のお手伝
いをしております。特に「働く場所と時間に左右されない業務環境の構
築」と「文書管理の適正化」が“キモ”である事と考えております。当
セミナーでは、文書管理強化のコツ、効果的なシステムやITのご紹介、

プロジェクトを進める上でのポイントをコンサルタントがお話いたしま
す。



14:30～15:30 受付開始 14:15

10:30～11:30 受付開始 10:1510:30～11:30 受付開始 10:15

1/29（水）

13:00～14:00 受付開始 12:45

1/28（火）

B-1 B-3

B-4

B-5

13:00～14:00 受付開始 12:45B-2

株式会社バイオクロマト

代表取締役

木下 一真 氏

富士ゼロックス株式会社

ソリューション開発部

岡本 拓也 氏

建設・設備業における働き方改革事例のご紹介
点検報告業務の効率化 顧客情報管理/活用基盤の構築

働き方改革の各種業界における取り組みが進む中、
建設・設備業界においても生産性の向上、人材確保難

対策、競争力強化の観点において、その取り組みが待ったなしの状況で
す。本セミナーでは、弊社をパートナーとしてその取り組みを進められ
ているお客様の取り組み事例をご紹介いたします。
【 テーマ1】点検記録～報告業務の効率化

（紙による点検/報告からの脱却、モバイルワーク推進）
【テーマ2】お客様情報の管理、活用環境の構築

（紙、データ等の散在するお客様情報の集約と活用環境構築）

「DocuWorks 9 開発裏話と開発者とのフリーディス
カッション」

「クロスセルによる売り上げ拡大・高い精度の情報提供
/マーケティングツール としての効用」

「ユーザー事例：SFA有効活用による商社からメーカー
への変身」

2008年から始まった、富士ゼロックスの働き方変革は、
「全社構造改革」の中で全社的に進められました。
Part１：

「営業プロセス改革」「全社コミュニケーション改革」の取り組みを実
践事例を交えてご紹介させて頂きます。
Part２：
「全社コミュニケーション改革」では、全社員がDocuworksを使って働き
方変革を実践しています、
その事例を詳しくご紹介させて頂きます。

理化学機器を開発し、製造から販売まで一貫して行う
バイオクロマト社（藤沢市）

創業は昭和58年。現代表の木下氏は世代交代の中で商社からメーカー
への転身を成し遂げる。

どのようにして自社ブランドを立ち上げ、国内外に展開をしていったの
か。そこにはＩＴを効果的に活用し、最小限の労力で最大限の売上げを
あげるノウハウがあった！今回は名刺管理やSFA等の実際の活用方法をお
話しいたします。

「富士ゼロックスの働き方変革の実践事例」
－Smart Work Innovation始まる－

富士ゼロックス神奈川株式会社

執行役員

伊藤 浩介

P ８

富士ゼロックス株式会社

インダストリー・ソリューション・サービス営業部

佐藤 哲也 氏

2019年9月、DocuWorksは国内販売で累計600万ライセンスを達成致し
ました。
【 Part1 】最新バージョンであるDocuWorks9の商品コンセプトや開発の
経緯についてお話し致します。
【Part 2】DocuWorks開発者とのフリーディスカッション。
DocuWorksへのご意見や商品開発へのご要望など、お気軽にお寄せ下さい。

開発者からお勧めしたい！意外と知らない便利機能の数々もご紹介しま
す。

富士ゼロックス株式会社

GCS事業本部

GCS営業部第1営業部

山崎 和仁 氏

成長を続ける通販・EC市場、企業間の競争激化や人手不足による人件

費・物流コストの上昇等、競争環境はさらに激化し、企業は顧客とのよ
り密度の高いコミュニケーション戦略が求められております。
リピートを増やしてLTV(LifeTimeValue)アップのため、必ず見て頂ける媒
体「お届け明細書」に着目しました。
顧客DBとの連動により一人ひとりの欲しい情報が反映された「パーソナ

ルお届け明細書」として販売促進ツール化することで顧客とのさらなる
接点強化、さらには物流業務改善につながる効果をご紹介します。

時間 28日（火） 29日（水）

10:30～11:30
サイボウズ株式会社
『Kintone』

サイボウズ株式会社
『Kintone』

13:00～14:00
富士ゼロックス神奈川株式会社

『DocuWorks 初級編』
富士ゼロックス神奈川株式会社

『DocuWorks 初級編』

14:30～15:30
日本マイクロソフト株式会社
『Teams』

日本マイクロソフト株式会社
『Teams』

16:00～17:00
富士ゼロックス神奈川株式会社
『DocuWorks 応用編』

富士ゼロックス神奈川株式会社
『DocuWorks 応用編』

体験講習会では、パソコンでソフトウェアを操作していただけます。

セミナーB講演 【会場：3F】各講演定員：40名 セミナーBプログラムガイド

ソリューション体験講習会 【会場：7F】 各回定員：10名 ソリューション体験講習会タイムガイド

D-2

D-1

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7

D-8



16:00～17:00 受付開始 15:45

13:00～14:00 受付開始 12:4513:00～14:00 受付開始 12:45

1/29（水）

14:30～15:30 受付開始 14:15

1/28（火）

C-1 C-3

C-4

C-5

14:30～15:30 受付開始 14:15C-2

株式会社エフアンドエム

オフィスステーション事業本部

エキスパートセールスユニット

池邉 俊貴 氏

株式会社アイル

ビジネスパートナー推進統括本部首都圏パートナー推進課

安東 祥太 氏

顧客争奪戦に勝ち残るメーカー･卸売業のEC導入成功事
例セミナー

kintoneで営業力強化
～「本当に使われる」SFAとは～

経理担当者様必見！

ついに揃った！奉行クラウドフルラインナップで実現する

新しい経理業務スタイルと生産性革命

働き方改革に伴う法改正やテクノロジーの進化をベースに働くスタイ
ルの変革が求められています。これまでと同じことができればよい、で
満足していませんか？
同じアウトプット作成でも時間短縮につながるサービスやTeams利用で
チーム力を最大限に引き出すことが可能となります。
当日はOffice365の様々なサービスを連携してご利用頂くことで実現する
「新しいWorkStyle」について、デモンストレーションを交えながらわか
りやすくご紹介いたします。

クラウド会計システムが徐々に普及する中、OBCでは2018年に勘定奉

行クラウドをリリースし、債権債務奉行クラウドなど、新たな領域の奉
行クラウドもリリースしてきました。

そしていよいよ固定資産奉行クラウド・申告奉行クラウドがリリースさ
れ、経理部門向けの 奉行クラウドがすべて出揃いました。本セミナーで

は従来のオンプレミス型の業務から、クラウドになるとどのように経理
業務が変わるのか、奉行クラウドが実現する新しい業務スタイルについ
て、 デモンストレーションを通してご紹介します。

働き方改革とコミュニケーション基盤としてOffice365
※【A-2】と講演内容は同じです

日本マイクロソフト株式会社

パートナー事業本部 パートナー営業統括本部 SMB営業本部

アシスタントセールスリプリゼンタティブ

小笠原 晶子 氏

P ９

サイボウズ株式会社

営業本部 パートナー第3営業部

佐野 圭弥 氏

企業の売上向上に欠かせない営業支援システム（SFA)。
kintoneでは、日々激しく変化する業務に柔軟に対応しながら、現場に
とって本当に使いやすいSFAを作成することができます。
本セミナーではSFA導入時のポイントやkintoneを使ったSFA導入事例をご
紹介します。

総務・人事部必見 2020年4月からはじまる社会保険等の

”電子申請義務化 ”対応事例

～生産性を6.5倍にした総務・人事部の新しいワークスタイル～

資本金1億を超える法人等においてe-Gov電子申請義務化が2020年4月に
開始されます。本セミナーでは、「いまさら聞けないe-Gov電子申請の基
礎」や「本当に便利なの︖その効果は︖」などなど気になる電子申請に
ついてご紹介します。社会・労働保険関係の「 申請書類の手書き・窓口
提出業務 」の電子化のポイントを押さえましょう。

ソフトウェアを利用した電子申請についてもデモンストレーションいた
します。

株式会社オービックビジネスコンサルタント

アマゾンの本格参入によりEC化が加速し、顧客争奪戦が秒読み段階に
入ったBtoB市場では、改めて労働生産性が問題視されています。
煩雑な電話とFAXによる企業間取引に終始していたのでは、人手不足も深
刻化する中、注文量を伸ばすのは難しいからです。

その中で競合先を出し抜き、売上も利益も向上させている企業の成功事
例とその共通点を明らかにするセミナーとなります。

セミナータイムスケジュール

会場 4F セミナーA 3F セミナーB 7F セミナーC
7F ソリューション

体験講習会

【時間】 28日 29日 28日 29日 28日 29日 28日 29日

10:30～11:30 【A-1】 【A-5】 【B-1】 【B-5】 【D-1】 【D-5】

13:00～14:00 【A-2】 【A-6】 【B-2】 【B-6】 【C-1】 【C-3】 【D-2】 【D-6】

14:30～15:30 【A-3】 【A-7】 【B-3】 【B-7】 【C-2】 【C-4】 【D-3】 【D-7】

16:00～17:00 【A-4】 【A-8】 【B-4】 【B-8】 【C-5】 【D-4】 【D-8】

セミナーC講演 【会場：7F】各講演定員：20名 セミナーCプログラムガイド



富士ゼロックス神奈川は「言行一致」をテーマ
に、従来のオフィス空間のありかたを見直し、
より効率的に、そしてより使いやすくすること
で従業員が気持ちよく働ける場を作りました。
今回のフェアに来場されたお客様に、 新しい
オフィスの見学ツアーを企画致しました。
ここで蓄積されたさまざまな業務改善/働き方
環境改善のノウハウをご提供致しますので、
皆様のご参加をお待ちしております。

移転プロジェクトにおける働き方改革移転プロジェクトにおける働き方改革

「現場力を最大化」と「お客様との関係性強化」を実践する

働き方変革ワークプレイス

Live Office Tours

弊社富士ゼロックス神奈川の新しいコンセプト
のオフィスを見学するツアーとなっております。
※当日担当営業が随時ご案内致します。

（随時開催）
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お申込みはこちら https://www.fujixerox.co.jp/knx/swi2020

または、『富士ゼロックス神奈川』で検索
WEBトップページのバナー『 Smart Work Innovation 2020 』

をクリックしお申込みページへ

営業コード
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