富士ゼロックス埼玉株式会社 SmartWorksセミナー2018 Autumn セミナープログラム

■セミナープログラム（参加費無料・事前登録制）
8A-2

2018年11月7日（水）
7A-1

13:00〜14:00

開場10分前 定員100名

13:00〜14:30（90分）

開場10分前 定員36名

押さえておきたい「働き方改革関連法」５つのツボ
企業に求められる備えを専門家がわかりやすく解説！

〜RPA第二フェーズへ〜「WinActor」を活用した業務効率化を
成功に導くために
講師：アルファテクノロジー株式会社 高木 克志 氏
深刻な人手不足や長時間労働等の問題を解決するために、定型業務の
自動化・効率化するRPA（Robotic Process Automation）ツールの普及が
急速に進んでいます。しかし、導入が進む一方で「RPAの立ち上げに苦
労している」「ツールを使いこなせず成果が出せない」「自動化でき
る範囲が限られている」といった課題も見えてきています。
本セミナーでは、国内トップシェアの「WinActor」の効果的な活用方
法や、すぐにご利用いただける各種シナリオ（テンプレート）を活用
した導入事例について、詳しく説明をさせていただきます。
また、各種作業の自動化を実現させるための「WinActor 導入支援サー
ビス」についても、ご案内させていただきます。
Smart Workの実現

7A-2

お勧め部門：すべての部門・業種のお客様

15:00〜16:00

開場10分前 定員100名
9A-1と同じ内容です

DocuWorksが『RPA』?!

DocuWorksで業務の電子化から自動化まで
講師：富士ゼロックス埼玉株式会社 横井 佑未子

＋奉行シリーズのご紹介
講師：株式会社workup人事コンサルティング
人事コンサルタント 特定社会保険労務士 内野 光明氏
株式会社オービックビジネスコンサルタント
準法制定以来 70年ぶりの大改革 と称される「働き方改革関連法」
では、8つもの労働法が改正されることから、あらゆる規模・業種業態
の企業に影響が出るとされています。
本セミナーでは、「労働時間の適正把握義務化」「残業時間の罰則付
き上限規制」「同一労働同一賃金の制度化」など、企業にとって緊急
性が高く影響度が大きい5つのポイントに焦点を当てて、必要な備えを
人事労務のプロがわかりやすく解説いたします。また法令改正に準拠
した勤怠管理システムについて、OBCが詳しくご紹介します。
お勧め部門：経営層・人事部門

働き方改革関連法案

8A-3

15:30〜17:00（90分）

開場10分前 定員100名

社会に向けて、常に新たなプラスを創り続ける障がい者雇用へ
の取り組み〜大和ライフプラス様取組事例〜
講師：大和ライフプラス株式会社 高橋 広樹 氏
2011年2月に設立された大和ライフネクストの特例子会社、大和ライフ
プラス様。現在55名（うち、身体障がい21名、知的障がい7名、精神障
がい23名）で、印刷・製本・事務代行・電子化などの業務に取り組ん
でいらっしゃいます。障がいの有無にかかわらず、多様な個性を認め
合い、最大限に発揮して成長し続けるために、特例子会社の設立準備
から現在の運営の中心を担われたご担当者様に、その取り組みをご紹
介いただきます。

働き方改革を実現するためには、制度の整備だけではなく、労働生産
性の向上に向けた業務改善が求められます。RPA、AIと様々な技術革新
が進む中、まずは現状の業務の電子化がはじめの一歩になります。
DocuWorksなら、ただ紙を電子化するだけではなく、最新の
DocuWorks9のお仕事バーやトレイによる業務の流れの電子化から、さ
障がい者雇用促進
お勧め部門：経営層・人事部門
らにオプションソフトと連携させることで、様々な業務に合わせて自
動化まで実現することができます。
開場10分前 定員36名
10:20〜11:20
本セミナーでは、DocuWorksによる業務の流れの電子化から自動化まで、 8B-1
実際のお客様での改善事例をもとに、デモンストレーションを交えて
9割の企業が優先順位を間違えている！
ご紹介いたします。
Smart Workの実現

お勧め部門：すべての部門・業種のお客様

標的型攻撃の実態と対策

講師：デジタルアーツ株式会社 鬼澤 禎 氏

2018年11月8日（木）
8A-1

10:00〜11:00

開場10分前 定員100名

電子化の『はじめの一歩』
DocuWorksと複合機だけで電子化は始められます！
講師：富士ゼロックス埼玉株式会社 松岡 美枝
業務効率化、生産性向上には電子化が不可欠です。
とはいえ、何から手を付けていいかわからない、大掛かりな設備投資
が必要になるのではないか？と不安になる方も多いのではないでしょ
うか。実は電子化のはじめの一歩は、皆様が普段お使いの複合機で始
めることができるのです。
本セミナーでは、電子化・業務効率化に向けた、複合機と弊社の文書
管理ソフトDocuWorksの具体的な活用方法を、デモンストレーションを
交えてわかりやすくご紹介いたします。
Smart Workの実現

お勧め部門：すべての部門・業種のお客様

皆さんの組織では、危険なメールを開いてセキュリティ被害が起きて
しまった場合に「メールを開いた個人が悪い」という雰囲気がありま
せんか？個人を責める風潮が報告の遅れに繋がり、被害が拡大する可
能性もあります。本セミナーでは「個人の責任を問わない」という方
針でセキュリティ対策を実施することで、従業員にとっての負担が無
く、さらに経営層やマネジメント層が求める「堅牢性」「利便性」
「コストダウン」を実現する方法についてご説明させていただきます。
また、Web、メールのみならず、ファイルを守るセキュリティツール
についても、詳しくご紹介をさせていただきます。
Smart Workの実現

8B-2

お勧め部門：情シス部門

13:10〜14:10

開場10分前 定員100名

マイクロソフトが提案する働き方改革の実践について
講師：日本マイクロソフト株式会社
労働人口が減少する中、生産性の向上を目指し、企業はワークスタイ
ルの変革を求められています。このセッションでは、最新クラウド
サービス「Office365」で実現する新しいワークスタイルをマイクロソ
フトの社内での活用事例を交えてご紹介いたします。
また、2020年1月のWindows7サポート終了に備え、Windows10運用の
ポイントをご紹介いたします。
Smart Workの実現

お勧め部門：経営層・情シス部門・総務部門

富士ゼロックス埼玉株式会社 SmartWorksセミナー2018 Autumn セミナープログラム
8B-3

15:00〜16:00

開場10分前 定員36名

10:00〜11:30（90分）

9B-1

開場10分前 定員36名

今、クラウドを利用する理由・その先にあるもの

消費税改正への対策を考えている方必見！

−既存システムをクラウド化する価値とは−

消費税10％・軽減税率・インボイス制度の徹底解説

講師：アマゾンウェブサービス株式会社 川内 潤也 氏

セミナー

日本国内の10万以上の企業がAWS（Amazon Web Service）を採用しビジネ
スを加速させております。クラウドサービスの導入は、どのように導入す
べきかではなく、どのように活用して自社に役立たせるかというフェーズ
へと移り変わってきています。
今、クラウドを利用する理由、既存システムをクラウド化する価値につい
てお伝えいたします。また、2020年にMicrosoftのサポートが終了する
Windows Server2008/2008 R2のAWS環境への移行が選択肢になっている企
業が多い理由について説明いたします。
Smart Workの実現

お勧め部門：経営層・情シス部門

2018年11月9日（金）
9A-1

10:00〜11:00

開場10分前 定員100名
7A-2と同じ内容です

DocuWorksが『RPA』?!

〜改正内容の概要と実務対応、事前準備まで幅広く解説〜
講師：CSアカウンティング株式会社
株式会社オービックビジネスコンサルタント
2019年（平成31年）10月より施行される消費税の改正が、刻一刻と近
づいて参りました。今改正では消費税率10％への引き上げ、軽減税率
制度導入による複数税率の実施、2023年（平成35年）10月から導入予
定のインボイス制度等により消費税の実務はますます複雑になってい
きます。
本セミナーでは、複数税率導入にあたって軽減税率が適用される取扱
商品や、税率引き上げに対する経過措置、インボイス制度、中小企業
向けの軽減税率対策補助金制度など、改正内容の概要から実務へ与え
る影響と対策、これから行うべき事前準備について網羅的に解説いた
します。
消費税改正対策

お勧め部門：経営層・経理部門

DocuWorksで業務の電子化から自動化まで
講師：富士ゼロックス埼玉株式会社 横井 佑未子
働き方改革を実現するためには、制度の整備だけではなく、労働生産
性の向上に向けた業務改善が求められます。RPA、AIと様々な技術革新
が進む中、まずは現状の業務の電子化がはじめの一歩になります。
DocuWorksなら、ただ紙を電子化するだけではなく、最新の
DocuWorks9のお仕事バーやトレイによる業務の流れの電子化から、さ
らにオプションソフトと連携させることで、様々な業務に合わせて自
動化まで実現することができます。本セミナーでは、DocuWorksによる
業務の流れの電子化から自動化まで、実際のお客様での改善事例をも
とに、デモンストレーションを交えてご紹介いたします。
Smart Workの実現

9A-2

お勧め部門：すべての部門・業種のお客様

13:10〜14:10

開場10分前 定員36名

9B-2

講師：クオリティソフト株式会社 山谷 勝徳 氏
働き方改革やモバイル端末の増加など、ITを取り巻く環境は大きく変化し
ています。その背景でランサムウエアの流行や標的型攻撃の巧妙化など、
サイバー攻撃の脅威も日々大きくなっています。本セミナーでは働き方改
革実現のための課題となるモバイル端末の管理を中心に、押さえてべきセ
キュリティ対策をご紹介します。
Smart Workの実現

9A-3

お勧め部門：情シス部門

15:00〜16:00

開場10分前 定員36名

事務センター業務のRPA活用及び全社ペーパレス化の推進によ
る生産性向上

開場10分前 定員100名

会社を守る！労働時間リスク対応の勘所
〜従業員とのトラブルを未然に防ぐために
知っておくべき労働時間管理のリスク対応〜
講師：弁護士 柴田 政樹 氏
労務トラブルは初期対応を誤ると労働訴訟・労働審判・団体交渉に発
展する場合もあり、経営者に大きな負担がのしかかることとなります。
本セミナーでは、従業員とのトラブルを未然に防ぐために把握すべき
事項を、労働訴訟などを多く手掛ける使用者側弁護士の先生に、わか
りやすく解説いただきます。
お勧め部門：経営層・人事部門

働き方改革関連法案

働き方改革とセキュリティ
〜モバイルワークを安全安心に利用する方法とは〜

13:00〜14:30（90分）

9B-3

15:30〜16:30

開場10分前 定員100名

会社を守る！労基署対策の勘所
〜労基署対応について知っておくべき実務上の知識〜
講師：弁護士 柴田 政樹 氏
厚生労働省によれば、平成28年4月から平成29年3月までに監督指導の
対象となった事業場のうち、43.0％の事業場で違法な時間外労働が確認
され、是正・改善に向けた指導を行ったとのことです。また、厚生労
働省は、今後、長時間労働の是正に向けて監督指導を徹底していくと
しています。さらに、現在、国会で審議中の働き方改革関連法案では、
罰則付きの時間外労働の上限規制の導入が予定されており、今後、監
督指導はより厳しくなっていくものと考えられます。
本セミナーでは、労基署対応において使用者が把握すべき事項を、労
働訴訟などを数多く手掛ける弁護士の先生に、わかりやすく解説して
いただきます。

講師：富士ゼロックス株式会社 閑野 智彦
保険代理店（乗合代理店）業界の外部環境の大きな変化として、2015
年に保険業法改正により、お客様への説明責任を担保する仕組みと
ルールの確立が必要になりました。そのような規制対応を踏まえつつ、
各店舗の業務効率化を実施していくことで現場の競争力を維持・強化
しなければなりません。
保険見直し本舗様では、基幹システムの強化に加え、全社的なペーパ
レス化を推進するのと同時に、各店舗の営業業務作業を本社の事務セ
ンター業務に集約し、さらにRPAによる労働力を確保する仕組みを早期
に取り込むことで、大幅な生産性向上を実現しています。その事例に
ついてご紹介させていただきます。
Smart Workの実現

お勧め部門：すべての部門・業種のお客様

働き方改革関連法案

お勧め部門：経営層・人事部門

2018年11月7日（水）〜11月9日（金）セミナータイムテーブル
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11/8（木）
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【9B-2】
会社を守る！
労働時間リスク対応の勘所
〜従業員とのトラブルを未
然に防ぐために知っておく
べき労働時間管理のリスク
対応〜

15:00

16:00

【9B-3】
会社を守る！
労基署対策の勘所
〜労基署対応について知っ
ておくべき実務上の知識〜
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17:00

展示ソリューション
奉行10シリーズ（勘定奉行・給与奉行・商奉行など）
奉行クラウドシリーズ（勘定奉行クラウド・給与奉行クラウドなど）
奉行クラウドEdge（奉行マイナンバークラウド・奉行勤怠管理クラウドなど）
※11/8〜11/9のみ
クロノスPerformance
（勤怠管理システムの決定版！製造・医療・福祉に強い！勤怠管理システム）
PCAクラウド（導入実績10,000社のクラウド基幹業務システム）
BizROBO（RPA）＋ ApeosWareRecordLink（OCR）
WinActor（RPA）
ISM CloudOne（IT資産管理／情報漏えい対策クラウドサービス）
kintone（クラウド型ノンプログラミングデータベースサービス）
AWS移行相談コーナー
Smart Cyber Security（閉域網通信サービス）コーナー
オフィスあんしんオンラインオフィススイート（office365）コーナー
PassageDrive（データレスPC）

i-FILTER（Webセキュリティ）
M-FILTER（メールセキュリティ）
FinalCode（ファイルセキュリティ）

最新複合機
DocuWorks9、DocuWorksトレイ2、文書情報エントリー
DocuWorksプラグイン（PowerList/TantCard/eDocArrangement）
DocWays（FAX自動送信ソフト）
EDPドライバーEX QR（QRコード設定ソフト）
FormOCR（OCR）
DocuColor1450GA Model-NE
DocuColor7171P
後処理加工機
（名刺･チケット･ハガキカッター/カッティングプロッタ）
販促マーケティング支援（エリアマーケティングGIS）
原稿作成ツール
（バリアブル印刷ソフト/紙とマルチメディアを統合するクラウドサービス
/プリント作成ソフト）

セミナー・展示内容、スケジュールなどは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。

