ご招待

参加無料／事前登録制

2020 セミナーWeek
ご案内

お客様各位
謹啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
デジタルテクノロジーの進化によって、世界的な産業構造変革の加速が予測される中、皆様におかれましては、新たな価
値創造に向けて、様々な取り組みをされていることと存じます。
国内においては、働き方改革関連法案の施行を背景に、ますます企業の社会的責任が重くなり、労働時間の多様化、人事
制度改革といった「仕組み･環境の整備」、「業務プロセス見直し」、「業務の効率化･自動化」といった「業務生産性の
向上」、更には「継続的な企業成長」に向けた営業力強化を急務とされている企業が多いのではないでしょうか。
本イベントでは、1週間のセミナーの中で「ワークスタイル変革」「業務プロセス改革」「営業プロセス改革」そして「IT
基盤強化」といったテーマでSmartWorkの実現に向けて、パートナー企業とともに皆様の課題を解決してまいります。
時節柄、ご多忙の折とは存じますが、是非ともご来場賜りますようお願い申し上げます。

【開 催 日 時】
年 月 日月・ 日火・ 日水・
日木 ・ 日金

【展 示】
：

～

：

【会 場】
朝日生命長崎ビル
ショールーム
長崎市万才町3-5 朝日生命長崎ビル
ＴＥＬ：095-822-3330
交通のご案内

お問い合わせ先：

⚫ 路面電車 ／大波止電停より徒歩5分

富士ゼロックス長崎（株）ソリューションサービス営業部
担当：緒方・高野

⚫ バス ／万才町バス停下車徒歩2分
⚫ マイカー ／近隣駐車場をご利用下さい（有料）

お申込み方法
弊社ホームページ、または 「参加申込書」に必要事項をご記入の上、

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。

にてお申し込みください。

セミナー／展示ガイド
Day-1 2月3日（月）
・ 10:00～11:00

1-A

定員：6名

触ってみよう！「Smart Data Entry」 講師：富士ゼロックス長崎
手書き帳票のデータ化を実現する富士ゼロックスのAI-OCRを、実際にPCを触りながら体感いただけます。

・ 1３:30～15:00

1-B

触ってみよう！「BizRobo! mini」 講師：富士ゼロックス長崎
国内実績 No.1のRPA「BizRobo!」。「RPAを検討しているけど、難しそう」「自分でロボット開発でき
るか心配」というお客様向けに、初歩的なロボット開発をPCを触りながら体感いただけます。

・ 16:00～17:00

1-C

展示

満席となりました
定員：6名

定員：20名

営業生産性を高めるインサイドセールス 講師：ベルフェイス株式会社
これからはデスクで営業する時代！ 営業の「できない」を「できる」へ 変えるインサイドセールスにつ
いて、実際のツールの実演と活用事例を合わせて紹介します。
■複合機活用ブース
■RPA「BizRobo!mini」
AI-OCR 「Smart Data Entry」
■顧客管理サービス「Zoho CRM」
■クラウド管理型ネットワーク機器「Cisco Meraki」
■物品管理ソリューション「ICカード/RFIDソリューション」- 富士フイルム ■オンライン商談システム「bellFace」

Day-２ 2月４日（火）
２-A

・2-A 10:00～11:00

・2-B 13:30～14:30
各定員：20名（2回とも同じ内容です）
「IT導入補助金」活用法セミナー～2020年 IT導入補助金速報！早めのご準備を！～

２-B

講師：富士ゼロックス S&S営業部 S&S推進部 別府 紀代美
IT導入補助金は、2020年度についても春先の公募開始が予想されています。
ゼロックスでの活用事例、申請時のポイント、2020年度の傾向等を含め最新情報をお届け致します。
後半では機器の設備投資対して適用ができる優遇税制制度についてもご紹介します。

・ 16:00～17:00

２-C

展示

定員：20名

セキュリティ対策の最新動向

講師：ソフォス株式会社

日々進化するサイバー攻撃。重要な情報とIT危機を守るために求められるセキュリティ対策を、事例ととも
にご紹介します。
■複合機活用ブース
■RPA「BizRobo!mini」
AI-OCR 「Smart Data Entry」
■顧客管理サービス「Zoho CRM」
■就業管理システム「就業奉行」-絆データシステム株式会社
■電‟紙‟決済ソリューション「 Create!Webフロー」 - 株式会社インフォテック ■ ビジネスアプリ作成 「kintone（キントーン）」 - サイボウズ株式会社 ■ヒューマンエラー対策セキュリティー「TRUST DELETE prime」 - ワンビ株式会社 –
■セキュリティー統合管理コンソール「Sophos Central」 - ソフォス株式会社 –

Day-３ 2月5日（水）
・10:00～11:00

３-A

定員：20名

業務の効率化はワークフローの電子化から 講師：インフォテック株式会社 氏家幸宏 氏
「毎日発生している紙での申請業務を効率化したい」「申請に対してスピ―ディーに決済したい」そんな
お声を解決するワークフローシステム「Create!Webフロー」をデモと事例を紹介します。

・13:30～14:30

定員：20名

デジタルマーケティングと売れる仕組みづくり
３-B

３-C

展示

講師：SB C&S株式会社
お客様はどこに興味があるのか?何を検討しているのか?顧客の行動を先回りして顧客それぞれに
パーソナライズされた関係性を築く事でファンを増やし高い成約率リピート率を維持できます。
本セミナーでは様々なデジタルマーケティングツールをデータ・事例・比較等を交えながら販路・売
上拡大を図るためにヒントをお教えいたします。
・16:00～17:00
定員：20名
kintoneで「脱Excel管理」 講師：サイボウズ株式会社
kintoneはプログラミング不要で、かんたんに業務アプリが作成できるクラウドサービスです。今回
はExcel管理で行われている営業、製造、介護分野の問題点をkintoneでいかに解決するか、事例を交
えて紹介します。
■複合機活用ブース
■RPA「BizRobo!mini」
AI-OCR 「Smart Data Entry」
■セキュリティー統合管理コンソール「Sophos Central」 - ソフォス株式会社 –
■「ICカード/RFIDソリューション」- 富士フイルム ■ ビジネスアプリ作成 「kintone（キントーン）」 - サイボウズ株式会社 ■電‟紙‟決済ソリューション「 Create!Webフロー」 - 株式会社インフォテック ■デジタルマーケティングツール – SB C&S 展示予定ツール：・Webアクセスレポート「Groweb!」・ホームページ翻訳「Myサイト翻訳」
・FAQツール「OKBIZ」・BtoB向けMAツール「List Finder」・ppt動画作成「PIP-Maker」

Day-4 2月6日（木）
4-A

4-B

・10:00～11:00

定員：6名 （1-Aと同じ内容です。）
触ってみよう！「Smart Data Entry」 講師：富士ゼロックス長崎
・13:30～14:30
定員：20名
「ジョブカン」で勤怠管理 講師：株式会社Donuts
中小企業では2020年4月に残業規制が始まります。当セミナーでは規制に対応した「ジョブカン
理」を導入事例を交えてご紹介いたします。

・16:00～17:00

4-C

展示

勤怠管

定員：6名

触ってみよう！「Microsoft Teams」

講師：SB C&S株式会社

共有のワークスペースで、チャット、会議、ファイルの共有、ビジネス アプリでの作業などを行うことが
できる今注目のツール「Teams」を PCを触りながら体感いただけます。

■複合機活用ブース ■AI-OCR 「Smart Data Entry」
■次世代ファイアウォール 「FortiGate」
■サーバー＆クラウドバックアップ「nas2cloud」 - 沖縄クロスヘッド株式会社 –
■「ジョブカン 勤怠管理」 - 株式会社Donats ■「Microsoft Office365」 - SB C&S株式会社 ■グループウエア「よかdesk」

Day-5 2月7日（金）
５-A

・５-A 10:00～11:00

・５-B 13:30～14:30

5Gがもたらす新たなビジネスモデル

各定員：20名（2回とも同じ内容です）

講師：SB C&S株式会社

５-B

今年本格的にサービスが提供される５G（第5世代移動通信システム）。本セミナーでは、5G活用へのソ
フトバンクの取り組みや最新事例についてご紹介いたします。

展示

■複合機活用ブース
■AI-OCR 「Smart Data Entry」
■顧客管理サービス「Zoho CRM」
■次世代ファイアウォール 「FortiGate」
■サーバー＆クラウドバックアップ「nas2cloud」 - 沖縄クロスヘッド株式会社 –
■「MetaMoJi Share」「GEMBA Note」「eYACHO」 - 株式会社MetaMoji タブレットを活用し、現場の手書きをIT化するMetaMojiソリューションを展示いたします。

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。

富士ゼロックス長崎

2020 セミナーWeek

参加申込書

番号：

参加お申し込みは下記項目をご記入のうえ、FAXにてお送りください。

□お申込者情報
◆の項目は必ずご記入をお願いします。
◆法人名：

◆電話番号：

◆部門名：

◆FAX番号：

◆お名前：

E-mail：

ご同伴者名（2）

ご同伴者名（1）

□ ご希望日程

時間帯

ご希望予定日にち（時間帯）に○印をご記入ください。

2月3日(月)

2月4日(火)

2月5日(水)

2月6日(木)

2月7日(金)

A

10:00～

1-A
参加

2-A
参加

3-A
参加

4-A
参加

5-A
参加

B

13:30～

1-B
満席
参加

2-B
参加

3-B
参加

4-B
参加

5-B
参加

C 16:00～

1-C
参加

2-C
参加

3-C
参加

4-C
参加

■下記 弊社ホームページからもお申し込みいただけます。
①

ブラウザーで富士ゼロックス長崎ホームページへアクセス
https://www.fujixerox.co.jp/nsx

②

③

TOPページの「富士ゼロックス長崎ニュース」をクリック

「2020セミナーWeek 参加申込み」をクリック

スマートフォンやタブレットで下のQRコードを
読み込むことでもアクセスいただけます。
https://www.fujixerox.co.jp/cgi-nsx/std/nsx0012

＜受付期間＞2020年1月31日（金）まで

■個人情報の取扱いについて
ご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社およびあらかじめ弊社との間で機密保持契約を締結している関連会社、代理店、業務委託先、協賛出展企業などにおいて、（1）電子メール、ダイレ
クトメール、電話、対面営業による商品･サービスのご紹介、（2）電子メールニュースの送信、（3）弊社が主催するイベントやセミナーのお知らせ、（4）今後のイベントやセミナーを企画する際
の調査・分析、（5）本イベントの運営上必要な連絡のために利用させていただくことがございます。
上記以外の目的で利用する場合は、事前にお知らせして、お客様の同意を得た上で利用します。 また、個人情報は、法令および弊社プライバシーポリシーにもとづき適切に取り扱わせていただきます。

お問合せ先

長崎県長崎市万才町3-5 朝日生命長崎ビル
TEL 095-822-3330
FAX 095-828-0721

担当
営業

