ご招待

参加無料／事前登録制

開催日：2018年11月21日（水）、22日（木）
時 間：9:30～17:30
会 場：Document CORE Osaka
（富士ゼロックス総合ショウルーム）
TEL：06-6263-2151
大阪市中央区本町3丁目5番7号 御堂筋本町ビル1F
（本町駅下車C階段3番出口上がってすぐ）
主 催：

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

至梅田

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
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昨今、多くの企業が、ICT環境を活用した働き方改革に取り
組みつつあります。セキュアな環境で「働き方改革」と
｢SmartWork｣を成功させるヒントをご紹介いたします。
皆様の課題解決の一助としていただければと思っております。
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時節柄お忙しい折とは存じますが、是非ともご来場賜りたく
ご案内申し上げます。
敬白

至
堺筋本町
Document CORE Osaka
御堂筋本町ビル 1～2F

至難波

『働き方改革フェア2018Winter』のお申込み（事前登録）方法
※ 定員になり次第締め切らせて頂きますので、ご了承ください。

弊社ホームページよりお願いします。
ブラウザー又はQRコードのいずれかの方法で申込頂けます。

ブラウザーでURLを入力

QRコードを読み込む

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

① スマートフォンで下記の
QRコードを読み込む

① TOPページの
「開催イベント情報」をクリック。
②

のバナーをクリック。

申込サイトで必要事項を記入頂き、お申込みお願い致します。
※下記の部門コード、営業No.の入力もお願いいたします。

部門コード：

S

A

9

9
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1

1
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1

富士ゼロックス大阪株式会社 働き方改革フェア事務局 Mail：osx-work-style-reform-fair@osx.fujixerox.co.jp
TEL：06-6205-3052 〈受付時間〉平日／9:00～17:30
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。

セミナープログラムガイド

各セミナー定員 60名

11月21日（水）

11月22日（木）

10:00～10:50

10:00～10:50

A

在宅勤務・テレワーク制度をVDI導入、労務管理も
同時に実現

G

様々な企業で働き方改革を推進する上で「在宅勤務・テレワーク制度」を実現する
手段として仮想デスクトップ（VDI）が注目を集めています。制度導入にあたり必
ず在宅での勤務時間をどのように管理するのか、労務管理面での課題を客観的に管
理するためのツールをご紹介。

11:05～11:55
テレワークにおけるモバイルデバイスのリスク実演と
「安全なテレワーク環境の構築」
富士ゼロックス大阪株式会社
山口 直記（経済産業省中小企業向け情報セキュリティ指導者）

働き方改革とBCP対策に非常に有効な手段である「テレワーク」には、セキュリ
ティ面で多くのリスクが隠れています。テレワークで使用するモバイルデバイスの
セキュリティ・リスクを実演して、安全なテレワーク環境の構築ついて解説いたし
ます。

C

13:00～14:00

基 経営者が理解しておくべき
調 セキュリティインシデントと法律の関係
講
演 西村あさひ法律事務所

セキュリティとネットワークでお悩み中の情報システム様。フォーティネット社の
「セキュリティファブリック」でまとめてスッキリ解決します！ソリューション概
要をご説明させて頂き、デモを通じてFortigateでセキュリティと有線/無線ネット
ワークをシンプルに統合、わかりやすく可視化をご覧頂きます。現在Fortigateをご
利用のお客様は必見です！

11:05～11:55

H

企業が情報漏えいなどのセキュリティ事故を起こした場合、営業機会の
喪失、売上高の減少など自社に損失をもたらし、状況によっては株主代
表訴訟を提起されることもあります。さらに事故の発生原因は外部だけ
ではなく内部にも潜み、社員や委託先による内部犯行対策も重要な経営
課題となっております。今回のセミナーは、これらの事例を紹介しなが
ら、セキュリティインシデントと法律の関係をわかりやすく解説します。
【講師プロフィール】
10年以上警察庁技官として、各種サイバー攻撃に対する解析業務や新たな捜査手法の研究など
に従事。2015年弁護士資格取得。現在は、弁護士として、企業の危機管理、サイバーセキュ
リティ対策や企業不祥事等の対応に従事するほか、日本シーサート協議会の専門委員就任、デ
ジタルフォレンジック研究会への参加、都道府県警察を始め全国各地で講演活動も行っている。

富士ゼロックス大阪株式会社

大石 聡子

離職率28%→5%に改善、先進的な働き方を実践しているサイボウズが提供するク
ラウドサービス「kintone」。そのツールを活用して働き方改革を実践している企業
は約1万社。富士ゼロックス大阪もその1社で、特定部門に導入した弊社がkintone
で業務をどのように円滑に行っているのか、導入前・後の効果も合わせて具体的に
お話をさせていただきます。

13:00～13:50

I

36協定上限規制＆年休取得義務化でいますぐ
企業に求められる10個の対策
トラヴェシア社会保険労務士事務所
平松 利麻(ひらまつ りま)氏

働き方改革関連法が公布され、来春から順次施行されることとなりました。企業に
とっては非常に大きな影響のある改正であり、労働基準監督署の取締も強化される
ことから、自社の状況に応じた対応を今すぐ行うことが求められます。本セミナー
では、法改正の最新情報と企業に及ぼす影響、さらに生産性向上と人材確保・定着
に繋げるための労働時間管理について、「いま」求められる対応策を実例を挙げて
徹底解説します。

14:05～14:55

J

14:15～15:05

本当のところRPAってどうなの？
導入してわかったRPAの実際
富士ゼロックス株式会社

ここが危ない！働き方改革で注意すべき職場トラブル
SRO労働法務コンサルティング
杉本 一裕 氏

クラウドサービス「kintone」を活用した2社の
働き方実践事例のご紹介
サイボウズ株式会社
木下 和久 氏

弁護士 北條 孝佳 氏

D

情シスの働き方改革！セキュリティファブリックで
シンプル統合！わかりやすい可視化！
ソフトバンクコマース＆サービス株式会社
野田 陽平 氏
宮本 世華 氏

日商エレクトロニクス株式会社
藤森 譲 氏

B

お申込締切 2018年11月19日（月）

アマノ株式会社
山田 伸也 氏

過重労働やハラスメント対策、残業時間の上限規制、有給休暇の強制取得義務、テ
レワーク、ダブルワークなど多くの働き方改革が話題となっています。しかし、
ニュース等でも表に出てこないトラブルも実は多い。日頃、日経xTECKなどで労務
記事を執筆している社労士がトラブル事例を中心に注意点をお話しします。

閑野 智彦
働き方改革を実現するツールとしてRPAが注目され、概念的なことは理解している
ものの「本当に効果があるの？」「どうやって導入を進めたらいいの？」等の疑念
がぬぐえず、導入が進まないといったお声をよく耳にします。本セッションでは、
富士ゼロックスにおけるRPA導入実践事例や弊社がご支援した企業における実践事
例を交え、RPAの“実際”をご紹介。

15:10～16:00
15:20～16:10

E

クラウド活用で営業改革！営業支援システム活用事例
のご紹介
株式会社セールスフォース・ドットコム
若宮 成吾氏

滝口 晃弘

多発する自然災害！BCP対策できてますか？
働き方改革を進める先進事例のご紹介
サイボウズスタートアップス株式会社
森 裕太 氏

山西 芳幸
働き方改革を進めるには紙文書の電子化が必ず必要になってきます。今回のセミ
ナーでは、電子化のために必要なプロセス「準備：文書の分類による電子化計画の
立案」「実施：電子化の方法と運用」とあわせ、ゼロックスでの取り組みをご紹介。

L

16:25～17:15

サイボウズ株式会社
木下 和久 氏

富士ゼロックス株式会社
生嶋 祐也
昨今、地震や台風など自然災害が多発しております。有事の際、会社としてどうす
るべきか、BCP対策は何をすればよいのかをしっかり決めておくべきです。「リス
ク対応をふまえた働き方」のヒントをサイボウズ、サイボウズスタートアップス、
富士ゼロックスの事例を交えてご紹介。
＜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。＞

働き方改革のスタートは文書の電子化から！
富士ゼロックス株式会社

富士ゼロックス大阪株式会社

営業改革をおしすすめている営業トップおよびマネジメント向けのセミナーです。
勘と経験に頼った従来の営業スタイルから脱却し、顧客情報、人脈情報、商談情報、
活動情報等をもとに科学的手法をもちいた営業スタイルへの変革にむけて、短期間
で導入できるクラウド型営業支援ツールを活用した営業マネジメント事例をご紹介。

F

K

16:15～17:05
領収書を捨てよう！
電子化から始まる経費改革！
株式会社コンカー
水島 良平 氏

複合機取込やスマホ撮影で領収書を電子化すればConcurでタイムスタンプを付与、
紙の領収書は破棄可能。領収書の糊付け不要、OCR機能による明細情報の自動取り
込み、により従業員の生産性向上、働き方改革を実現。領収書の保管コストも削減。
本セミナーでは、その実現方法をご紹介。

展示・デモ
11月21日（水）、22日（木）共通
1F
① 富士ゼロックス

1F
⑬富士ゼロックス大阪

Amazon Web Services（AWS）と運用サービスのご紹介

働き方改革のスタートは紙の電子化から！
～電子化を支援するDocuWorks9～

富士ゼロックスでは、AWSなどのクラウドサービス（IaaS）を積極的に活用して
います。そのノウハウを活かし、お客様へのクラウド環境提供と監視から障害対応
にいたる運用サービスを提供させて頂くことで、情報システム部門様の働き方改革
の推進に寄与致します。

②オービックビジネスコンサルタント
業務はもっと効率的に！業務のあったらいいなを実現する
『奉行クラウド』
紙やExcelでやり取りしている業務は意外に多く、改善できる業務プロセスはたく
さんあります。企業内に存在する様々な業務プロセスを標準化してつなぎ、従業員
とバックオフィス部門の双方の生産性をあげる『奉行クラウド』業務生産性向上の
一手としてご活用ください。

③富士ゼロックス／富士ゼロックス大阪
Working Folderで始めるワークスタイル変革
モバイル端末をどう使うのか？が後回しになり、導入したものの、有効活用できず
このような事態にならないために分かりやすい事から始めませんか？
DocuWorks Desk上でリンクフォルダと同様に使用できますのでユーザーは意識
せずBCP対策にもなるクラウドを使用できます。

④富士ゼロックス／富士ゼロックス大阪
富士ゼロックスの閉域網サービス
「Smart Cyber Security」
Internetを経由しないセキュアな閉域ネットワーク環境を実現する
「Smart Cyber Security」を紹介いたします。Internetからの脅威にさらされずに秘
匿データの送受信が可能という長所とAWSなどへもダイレクト接続が可能なこと
により効率的なクラウドソリューションの導入が可能です。

⑤富士ゼロックス／富士ゼロックス大阪
ひとり情シスの「管理・監視・報告を簡単に」する
アウトソーシング・ソリューション群
政府も推進する働き方改革。進めていくのに全部自分でやらなきゃいけないの？社
内サポートからの解放、一元管理、レポート作成の自動化、ゼロックスがお手伝い
する情報システム管理・運用のアウトソーシングサービスをご紹介。

⑥パナソニックソリューションズジャパン
働き方改革支援サービス『可視化』による意識改革で、
働き方改革を支援
「可視化」を実現する多彩なソフトウェアが、貴社の「働き方改革」をサポート。
「働き方の可視化」により業務習慣「見える化」し分析・改善にお役立ち頂けます。

⑦Sky
クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」
「SKYSEA Client View」はIT資産管理・ログ管理・デバイス管理など「情報漏洩対
策」と「IT運用」に必要な機能を搭載しております。また、ログ管理機能で記録さ
れたPCの操作履歴（ログ）を活用し、日々の業務でPCを使用する従業員の労働時
間と業務内容の把握を支援します。

⑧RPAテクノロジーズ
定型業務からの解放を目指し、RPAとAI-OCR技術を活用した
帳票処理の自動化
AIを応用した手書き帳票のOCRテキスト抽出技術とRPAの組み合わせにより、従
来人間が実施してきた付加価値の低い定型業務をソフトウェアロボットに代替する
ことで効率化を図り、人間はより利益を生み出す活動にシフトする仕組みをご紹介
いたします。

⑨NTTデータ関西
働き方改革の急先鋒！RPAツール国内シェアNo1「WinActor」

多様な働き方に対応出来るように、時間や場所にとらわれない環境、いつでもどこ
でも誰でも必要な情報にアクセスできる環境整備が重要です。紙からの脱却で、個
人の作業、組織の業務が変わり、多様な働き方が生まれます。働き方改革を支える
ポイントを、DocuWorksを活用した業務改善事例を中心にご紹介。

1F ハンズオンセミナー P-1ルーム／P-2ルーム
P-1 日本マイクロソフト／富士ゼロックス大阪

事 Teamsで実現する新しいコミュニケーション
前 「Office365」で実現するフレキシブルワークスタイルをハンズオン形式にてご体験いただ
申 きます。Teamsによる新しいコミュニケーション（チャット、オンライン会議）や
OneDriveを活用したファイル管理など、働き方改革の実現に必要となるサービスをご紹介。
込
・
8名/1回
定 P-2 RPAテクノロジーズ／NTTデータ関西
員 ハンズオン形式でサンプルロボットを体験
制 ご参加いただく皆様には、１人１台のPCをお使いいただき、講師のレクチャーに従ってサ
ンプルロボットをお作り頂きます。RPAに興味がありロボットを作ってみたい方、自社での
RPA導入を検討、それぞれのRPAソフトウェアに触れてみたい方が対象となります、ぜひご
参加ください。

＜開催時間は申込サイト（WEB）で、ご確認ください＞

2F
⑭LINE WORKS

LINEとつながる唯一のビジネスチャット 「LINE WORKS」
LINE WORKSは、LINEおなじみのチャットやスタンプはもちろん、掲示板、カレ
ンダー、アドレス帳、アンケートなど、仕事で活用できる充実した機能を揃えた
「ビジネス版LINE」です。

⑮アマノ
働き方改革対応事例紹介
働き方改革に対する就業管理のシステム運用はどうしたら良いのか。就業管理ソフ
ト「TimePro-NX,TimePro-VG」をご導入のお客様導入事例を紹介。

⑯コクヨ
請求書・注文書など、社外向け帳票配信の電子化＆自動化を
クラウドサービスで実現
ペーパーレス化はしたい、でも取引先からのFAX、郵送の要望はなくならない…と
いう方必見！アウトソーシングとクラウドサービスを上手く組み合せ、RPAツール
だけではカバーしきれない、紙の多いバックオフィス業務を「ゼロ」に導く
＜＠Tovas（あっととばす）＞の活用方法を紹介。

⑰セールスフォース・ドットコム／富士ゼロックス
営業変革クラウドサービス 「Salesforce」「kintone」
顧客情報、人脈の情報、打合せ・商談情報などが営業マンの頭・手帳・引き出しの
中に眠って引継も活用もできていない。目標達成できる見込みだったのに結果を見
たら目標未達。そんな営業の課題を解決するクラウドソリューションをご紹介。

⑱富士ゼロックス大阪
クラウド名刺管理ツール「Sansan」「SkyDesk Cards R」
法人向けのクラウド型名刺管理サービスのご紹介です。CMでおなじみ「Sansan」
とシンプルで低価格な富士ゼロックス 「SkyDesk Cards R」、2つのサービスをご
覧いただけます。
同時展示

名刺スキャンに最適！

PFU社製

Windows端末で操作可能なアプリケーションへの繰り返し入力作業を自動化するソ
フトウェアロボット「WinActor」をご紹介。

⑲シャノン

⑩ソフトバンク コマース＆サービス

マーケティングオートメーションツール
「シャノンマーケティングプラットフォーム」

情シスの働き方改革！セキュリティファブリックでシンプル統合！
わかりやすい可視化！
セキュリティとネットワークのお悩みをフォーティネット社の「セキュリティファ
ブリック」でまとめてスッキリ解決！実際のデモを通じて、Fortigateでセキュリ
ティとネットワークをシンプルに統合、わかりやすく可視化していく様子をご覧い
ただけます。現在Fortigateをご利用のお客様は特に必見です！

⑪アイ・オー・データ機器
既存資産を有効活用！10万円以下で導入可能な
電子黒板システム「てれたっち」
既に導入済みのTVや大型ディスプレイに取り付けるだけで、電子黒板として利用
が可能に！生産工程管理の見える化や会議やプレゼンテーションでの利用など
広く業務の効率化が行えます。

⑫コンカー
働き方が変わる！職場が変わる！間接費の高度化を実現！
間接費の高度化する為の方法をご紹介いたします。交通費や交際費など、クラウド
システムで経費精算に関する全ての情報を統合。経費分析など、経費精算管理の高
度化を支援。システムで経費規程を事前に定義、不正経費支出を自動検知。ガバナ
ンスと透明性を確保。間接費管理に使う時間を減らしコア業務に集中しましょう！
＜展示構成などが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。＞

6名/1回

働き方改革 体験セミナー

ScanSnap

セミナー/イベント申込フォームや告知サイトの作成、メール配信や申込・来場管
理からフォローアップまで、見込み客を逃さず、効率的な営業活動を実現する
「SHANON MARKETING PLATFORM」を弊社の事例を交えてご紹介。

⑳サイボウズ
サイボウズOffice／Garoon／メールワイズ／kintone」
1997年に販売を開始して以来、圧倒的人気を誇るサイボウズOfficeなどのグループ
ウェア、そして今爆発的に知名度を上げているクラウド「kintone」その人気のヒ
ミツをぜひここでご体感ください！

㉑サイボウズスタートアップス
すばやい安否確認と復旧支援！ 「安否確認サービス2」
有事の際にすばやくメールを一斉送信！社員の安否確認もスムーズに行える！サイ
ボウズスタートアップスが開発した安否確認システムをご紹介します。

〒541-0042 大阪市中央区今橋2-5-8 トレードピア淀屋橋

15F

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

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。
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