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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。

デジタルテクノロジーの急速な進展は、企業のビジネスや経営、社会全体に大きな影響をもたらして

います。IoTや人工知能（AI）は、プロセスの効率化をもたらすとともに、人の働き方を大きく変えつつ

あります。

富士通グループは、“お客様のためにもっとできることがある。”をテーマに、ICTを活用し、お客様の

ビジネス革新、経営強化の一助としていただくために「富士通ソリューションフェア2016 in Hiroshima」

を開催いたします。

本フェアでは、お客様の経営基盤の強化に向け、ものづくり、マーケティング、流通、医療、クラウド

などを活用した業種・業務ソリューション、最先端のプロダクトやサービスなどの展示をパートナー企業

とともに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の一助としてお役立ていただきたく、ご多用の折りとは存じますが、ぜひ

ご来場賜りますようお願い申しあげます。

敬 具

2016年10月

富士通株式会社 中国支社長 吉谷 幸博

株式会社富士通マーケティング 中国支社長 井手口 敏

ごあいさつ

※展示デモの詳細につきましては、次頁以降にてご紹介しております。

～

11:00

17:30

展示デモ (会場：3階 美波)

展示概要

今、多くの企業でビッグデータやIoT、AIといった最先端のICTを活用し、
ビジネス成長に向けたデジタル革新への取り組みが始まっています。
本フェアでは、ビジネス・社会のデジタル革新への取り組みと、

それを支える富士通のICTをパートナー企業とともにご紹介します。

●IoT
●ものづくり
●ロボット
●クラウド
●セキュリティ

など

●デジタルマーケティング
●ワークスタイル変革
●業務連携
●流通



銀座のママに学ぶ
人間力、ビジネス力

銀座クラブ「稲葉」ママ
白坂亜紀氏

株式会社富士通マーケティング
執行役員 クラウドサービスビジネス本部長

浅香直也

ビジネス・社会のデジタル革新
～人工知能（AI）・ロボット・IoT･･･これからどうなる～

早稲田大学在学中、日本橋の老舗クラブに勤務し女子大生ママに。

起業家として第一線で活躍する銀座のママの仕事とライフスタイル
を知り、経営者として求められる、必要とされる素養についてお話
いただきます。

また「自分の魅力を引き出し、自分を磨くヒント」など、
身につけたい方におすすめです。

～

13:10

14:00

～

14:20

15:40

特別講演／セミナー (会場：3階 水輝） (定員：各150名)

～

16:00

17:00

Industry4.0に関する動向と
富士通のものづくりの取り組み
～IoT, AIを活用したスマートなものづくり～

製造業を取り巻く環境は、急速に変化しています。
Industry4.0、IIC など各国の取り組みや日本国内の活動についてご紹介
します。

また、こうした状況を踏まえ富士通自らが製造業として実践しているIoT
やAI、自動化の事例と今後のスマートなものづくりで目指す姿をご紹介
します。

富士通株式会社
富士通ものづくりビジネスセンター

センター長 鎌田聖一

いまデジタルテクノロジーが、ビジネスや社会にこれまでにない大きな
変化をもたらしています。

一方、経営やビジネスの現場に必要不可欠となったICTは、最新技術への
対応が求められます。
本セミナーでは、AI、ロボット、IoT などのデジタル革新の最新技術の
動向と、それらのもたらす変化や活用例についてご紹介します。

※ Industrie 4.0(インダストリー4.0):2011年11月にドイツ政府が提示し、産学官で推進する製造業の高度化を目指す戦略的プロジェクト
※ IIC（Industrial Internet Consortium）:2014年3月にGE、インテルなど米国企業5社により設立の団体でIndustrial IoT（IIoT）の実現を推進する団体

(※)

セミナー2

セミナー1

特別講演

(※)



展示デモ (会場：3階 美波)

FEELythm （フィーリズム）

FEELythmは、本人も気づかない眠気を検知・通知する、IoT
ソリューションです。リアルタイムでの「状態の見える化」
とデータの蓄積より、ドライバーと管理者双方に有効な運行
マネジメントを実現します。

ドライバーの安全運転を支援する「ユビキタスウェア」

富士通株式会社

FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWAREヘッドマウントディスプレイ

ヘッドマウントディスプレイを通して、AR技術や映像・音声
による作業支援をすることで、現場作業をハンズフリー化しま
す。熟練者によるリモートサポートも可能で、現地作業を省人
化し、作業品質向上を実現します。

お客様現場のデジタル化を加速する「ユビキタスウェア」

富士通株式会社

FUJITSU IoT Solution UBIQUITOUSWAREバイタルセンシングバンド

人の状態・環境・位置を遠隔から把握、作業員の熱ストレスや
身体負荷を推定し、事前に設定した通知条件に該当した場合に
アラームで通知、転倒時に近隣の従業員による救助など、安全
に働ける職場づくりを支援します。

お客様現場のデジタル化を加速する「ユビキタスウェア」

富士通株式会社

IoT

道路巡回業務管理システム

3G/GPSによる移動体管理ソリューション

株式会社エイム

「3G/GPSトラッカー」による移動体管理ソリューションを
ご紹介します。巡回、配送、配車などの移動体（車・人）を
3G回線を使い、安価に位置情報管理と業務活用可能な
ソリューションです。

IoTゲートウェイ器「QRIoT（キュリオット）」

様々な市場に対応すべく、顧客の要望に合わせ、通信モジュール
を入れ替えることが出来るゲートウェイ器です。

「軽量コンパクトなゲートウェイ機器」をビックデータ市場へ投入

株式会社九州テン

社用車（公用車）運行管理、車両整備クラウドシステム

社用車（公用車）の予約から運行管理、車両整備まで行える
クラウドシステムです。車両へのIoTセンサー取付、免許証
リーダー、アルコールチェッカー等を利用することで、事故
の抑制や車両稼働率の向上が期待できます。

車両管理システム

株式会社両備システムイノベーションズ

VPS

データ上で製品成立性を検証するVPS DMU、組順検討から帳票
作成までの作業を支援するVPS MFG、仮想ラインで工程を
シミュレーションするVPS GP4などをデモンストレーションで
ご紹介します。

デジタル生産準備ソリューション（ＶＰＳ）

富士通株式会社/デジタルプロセス株式会社

ピッキングカートシステム

ICTを活用した次世代ピッキングシステム

株式会社島根富士通

最適導線指示とペーパーレスを実現し部品ピッキング作業を
50%改善します。RFIDとタブレットを活用しヒューマンエラー
を撲滅します。ケーブルレスで倉庫レイアウトを常に最適化し
ます。

Intelligent Dashboard

工場のさまざまなデータを組合せて見せる化・分析すること
により、最適な工場マネジメントを実践する活用例をご紹介
します。また、各種デバイスとの連携やAI・予知予測技術の
活用例も合わせてご紹介します。

AI・IoT活用による工場全体の見せる化

富士通株式会社

ものづくり

ものづくり経営革新 KitFit製造ハイブリッド

製造業向けの生産管理と工程管理が完全統合した生産販売
統合システムです。大量生産・多品種少ロットの双方の生産
管理が可能なハイブリッド型生産販売統合ソリューションを
ご紹介します。

連続生産と個別生産の双方管理を実現！

都築電気株式会社

ロボット自動化ソリューション

現場ロボットで「新たな産業革命」を起こす！

ミツイワ株式会社

ロボット自動化ソリューションは「人手不足」「労働集約型
現場」を解決するソリューションです。また、ロボット未導
入（要求仕様を作れない）お客様にワンストップでご提供
いたします。



FUJITSU Software ChaMEO

面倒だったコンテンツ更新を、劇的に簡単にした新発想の
デジタルサイネージソフトウェアです。特別な知識が無くて
も、コンテンツを簡単に更新することができます。また、
タッチサイネージも簡単につくれます。

サイネージの運用をもっと簡単に！

株式会社富士通マーケティング

株式会社富士通マーケティング/コンテンツ・プランナー株式会社

認知症予防、軽度認知症改善システム

Pepper＋介護デモ

高齢者、軽度認知症患者様向けの認知症予防、改善システムで
す。ロボットと対話をしながらリハビリを行う事よって、患者
様が楽しんで課題に取り組むことができるようになっています。

認知症患者徘徊特定システム

ロボピン＋介護デモ

株式会社富士通マーケティング/コンテンツ・プランナー株式会社

認知症患者様の所有物に取り付けたビーコンを検知して、患
者様の外出や行動記録を取得します。外出や行動をセンター
に通知する事によってトラブルを予防します。

Pepper + ChaMEO連携

デジタルサイネージ、Pepper連携ソリューション

株式会社富士通マーケティング/コンテンツ・プランナー株式会社

デジタルサイネージソフトChaMEOとPepperを連携した
ソリューションです。Pepperとデジタルサイネージを連携
する事でデジタルサイネージへの注目度を向上させます。

FUJITSU Cloudオフコンサービス／ASPworksⅡ

オフコン資産を富士通データセンターで運用する、IaaS型
クラウドサービスです。オフコン資産がそのまま動作し、
高信頼で柔軟に利用できるサービスを中心に、基幹データ
活用など、COBOL資産の有効活用事例をご紹介します。

オフコンを「所有」から「利用」へ

富士通㈱/㈱コンピュータ・サービス/㈱富士通マーケティング

FUJITSU Cloud AZCLOUD IaaS Type-K

ビジネス環境の変化に対応した「持たざる経営」を実現

株式会社富士通マーケティング

クラウド利用に必要な初期構築からサポートまでワンストップ
でご提供します。オール富士通製で提供する、国内唯一の自社
製純国産クラウドプラットフォームです。

AZSECURITY BSTS 標的型攻撃対策FFR yarai

標的型攻撃やランサムウェアの被害があとを絶ちません。
既存の対策だけでは防御できない未知の脅威への対策として
高い実績を誇るFFR yaraiを手軽にご利用いただける月額課金
型サービスをご紹介します。

未知の脅威対策を手軽にご利用頂ける月額型サービス

株式会社富士通マーケティング

FUJITSU Cloud AZCLOUD IaaS バックアップ

サーバやPCのバックアップを安心・安全なクラウドへ

株式会社富士通マーケティング

現行システムの障害・事業継続対策を簡単に実現します。
バックアップ対象へのエージェントインストールのみで、
簡単・安価に国内2箇所のクラウドストレージにバック
アップデータを保管できます。

クラウド

i-Compass WEB給与明細・安否確認

給与明細をWEB配信することで、給与明細発行に伴う社内
業務効率化を実現でき大幅なコスト削減が可能です。また、
オプションで安否確認機能を搭載しており災害時の安否確認
を迅速に行う事ができます。

クラウド型PC、携帯、スマホ向け情報配信サービス

大興電子通信株式会社

市民と双方向で街の情報を共有するネイティブ宇部

「ネイティブ宇部」は、簡単な操作で、道路の陥没などの
異常箇所を通報することができます。スマホやタブレットを
使って、簡単な操作で現地の写真とコメントを送ることがで
きます。

まちの情報共有アプリ ネイティブ宇部

株式会社ニュージャパンナレッジ

UTM:SS3000／RikenCloudOne

ネットワークの出入口に配置するだけで、最強のセキュリティ
対策が出来ます。また、RikenCloudOneでは、クラウドサービ
ス500円/月のワンコインで情報漏洩対策が行えるデジタル技術
です。

ビジネスに安心をもらたす最強のセキュリティを。

理研産業株式会社

モバイルアクセスを利用する事で、今まで設置ができなかっ
た場所（通信ケーブルを敷設できない）に、高速LTEで24時
時間・365日の監視・録画モニタリングが可能です。

モバイルアクセスを利用した防犯カメラシステム

株式会社新星工業社

セキュリティ

ロボット



SNAPEC-EX／ Sitecore

企業サイトやECサイトなどのWebサイトは、消費者の行動履歴
が取得できることから、デジタルマーケティングの実践に適し
たチャネルと言えます。Webサイトを活用したデジタルマーケ
ティングをご紹介します。

Webサイトを活用したデジタルマーケティングソリューション

富士通株式会社

zSpace®200

「zSpace」は、3D偏光メガネを装着するだけで、高解像度立
体ディスプレイに実物と同じような仮想現実の世界を映し出し、
体感することができます。専用のスタライスペンを使って、
あたかも物体が手元にあるような感覚で操作が可能です。

3次元データを立体的に表示するディスプレイ

富士通株式会社

展示デモ (会場：3階 美波)

デジタルマーケティング

FUJITSU Enterprise Application AZCLOUD SaaS Discussion

紙資料からの脱却で、社内の働き方改革を実現いたします。
本サービスでは、会議シーンでの使い勝手を大幅に向上し、
従来の機能では実現できなかった準備・利用面での効率化と、
運用面での手軽さを実感いただけます。

クラウド型ペーパーレス会議ソリューション

株式会社富士通マーケティング

音声ガイドシステム MUSENAVI

多言語音声ガイドを安く手軽に！ビーコン連動も！

ピープルソフトウェア株式会社

①利用者に応じた端末を選択可能（スマホアプリまたはガイド
専用機）②多言語対応で、インバウンド市場への進出、訪日外
国人対応をサポート③音声合成やナレーション作成、翻訳など
のオプションサービスも充実

FUJITSU Enterprise Application

GLOVIAきらら会計・人事給与

クラウド型業務アプリケーション

株式会社富士通マーケティング

「GLOVIA きらら会計・人事給与」は中堅企業様向けのクラウ
ド型の業務アプリケーションです。お客様の大切な情報は、
富士通の高セキュリティなデータセンターで管理しますので、
安心してお使いいただけます。

FUJITSU Enterprise Application

GLOVIA smart 会計・人事給与

GLOVIA smartは、お客様の成長と成功を支える統合ソリュー

ションです。お客様の必要に応じてソリューションを自由に

選択・連携が可能なため、経営環境の変化に合わせた柔軟な

システム構築ができます。

中堅企業様向け統合ソリューション

株式会社富士通マーケティング

FUJITSU Enterprise Application

GLOVIAきらら販売

中堅企業様向けの統合基幹業務システム

株式会社富士通マーケティング

「GLOVIA きらら販売」は中堅企業様向けの統合基幹業務
システムです。販売管理・会計・人事給与の統合データ管理
により横断的な情報を分析活用可能です。導入事例を交えて
効果的な活用方法をご紹介します。

業務連携

教員免許更新講習管理システム

教員免許更新制対応。インターネットで申込みを受け付け、
予約状況や収納、成績等の受講者情報を一元管理。メール
送信や帳票の印刷等、業務をサポートします。

株式会社アクトシステムズ

文書管理ソフト「ViaDoc」

ViaDocは、グループ内の文書共有、活用までの共同作業を
クラウドやモバイルでの利用環境も含めサポートする文書
共有ソフトウェアになります。

ＦＩスキャナ活用ソリューション（紙文書管理）

PFU西日本株式会社

DataDelivery

DataDeliveryは、電子帳簿保存法・e文書法におけるシステム
要件を完全に満たす製品です。シンプルな構築とレスポンス
劣化のないデータベースで、社内データの一元管理をセキュア
に実現します。

電子帳簿・e文書保存ソリューション

株式会社ミウラ / JFEシステムズ株式会社

Tableau (タブロー) Software

情報活用格差を解消（ビジュアル分析を全ての人に）

株式会社マイティネット

優れた操作性＆高いパフォーマンス＆驚愕の低コスト！
これまでのBI商品と異なりＩＴ関連部門の支援を待つことな
く直感的なドラッグ・アンド・ドロップの操作で誰でも簡単
に安価でデータ分析が行えます。

ワークスタイル変革



Patio720/100、MultiPad V2

店舗におけるハンディターミナル活用例として、EOB発注や
簡易POSのデモ、およびスマートフォン型ハンディターミナ
ルによる内線通話のデモを実施いたします。

ハンディターミナル活用による店舗業務の効率化

富士通株式会社

ValueFront

ValueFrontポイントサービスは、ポイントサービスに必要な
機能をクラウド型で提供します。ValueFront Analyticsは、
統合的なID-POS(顧客×商品）機能をクラウド型で提供しま
す。

クラウド型ポイント会員管理・分析サービス

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

ChainFlow/I 統合EDIサービス

レガシーＥＤＩ終了に備える統合ＥＤＩサービス

株式会社富士通システムズ・ウエスト

受発注業務にご利用頂けるSaaS型EDIサービスで、お客様自
身で臨時処理を含めたスケジュール管理が可能です。2020年
のINSネットディジタル通信モード廃止に向け様々なIP通信
手順をサポートします。

流通

スマートバンカー等

石油卸業（海上給油/陸上給油業務）における、事務部門と
配送部門間の情報共有を実現し、数量管理情報の精度向上を
実現した事例をご紹介します。

タブレット端末を活用した現場業務改善事例のご紹介

カイタック株式会社

Encyclo Bistron/R

飲食店様向け『オーダーエントリー＆POSシステム』

スマートデバイスを活用した飲食店様向け『オーダーエント
リー(OES)＆POSシステム』です。
ローコストと使い易さを追求した飲食店経営に易しいオー
ダーエントリーシステムです。

扶桑電通株式会社

統合型校務支援システムシリーズ for Ruby

手作業も多かった学校特有の事務・教務の情報化を目指し、
現場の意見でつくられた統合型Webシステムです。暗号化シ
ステムと連携し情報漏洩を防ぎます。Rubyで開発しており
安価にご要望にお応えできます。

学校業務をデジタル革新！あらゆる事務・教務を効率化

ティーエスケイ情報システム株式会社

「ACERA」 & 「UNIFAS」

干渉波に強く多大数接続を可能にした「ACERA」を、クラウ
ド対応の無線LAN統合管理システム「UNIFAS」でシンプルに
管理運用する事が可能です。あらゆる環境で安定した、無線
環境をご提供いたします。

高性能アクセスポイント＆無線ＬＡＮ統合管理ソフト

西日本オフィスメーション株式会社

その他（教育／医療・健康／生活）

WelNets特定保健指導システム

HOPE IMFINEの特定保健指導業務推奨オプションでもある本
システムは、スケジュール画面中心のわかり易いシステム構成
で指導スケジュールの作成から請求、報告までの一連の業務を
効率よくサポートします。

スケジュール画面中心に特定保健指導業務を強力支援

株式会社アイテックス

AI

母子生活支援施設様向け利用者管理システム

株式会社モリックスジャパン

母子の日々の様子、事故やケガ、支援計画の実施など、母子
に関する全ての報告を出来ます。母子ともに自立に向け、多
角的な支援計画の立案、実施、経過報告によって自立支援計
画が出来ます。



お申し込みURL

http://www.fjm.fujitsu.com/events/161115/

お申し込み期間 10月3日(月)より11月11日(金)17:00まで

●セミナーは、先着順で定員になり次第、お申し込みを締め切らせていただきますので、予めご了承ください。

●展示デモのみご見学の場合も上記URLの【展示見学のみ】よりお申し込みをお願いいたします。

●開催当日はお手数ですが、お名刺を2枚ご用意のうえ、「総合受付（4階）」までお越しください。

出展企業一覧 (五十音順)

●株式会社アイテックス
●株式会社アクトシステムズ
●株式会社エイム
●カイタック株式会社
●株式会社九州テン
●株式会社新星工業社
●大興電子通信株式会社
●都築電気株式会社
●ティーエスケイ情報システム株式会社
●西日本オフィスメーション株式会社

富士通ソリューションフェア2016 in Hiroshima事務局

e-mail:fjm-chugoku_event@dl.jp.fujitsu.com

富士通株式会社 中国支社内

〒730-0031 広島市中区紙屋町1-2-22 広島ﾄﾗﾝｳﾞｪｰﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 13F

TEL：082-207-0310（受付時間9:00～17:30 土・日・祝日を除く）

※記載の内容は、都合により変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

ご案内担当
お問い合わせ

201610_001

会場のご案内

●株式会社ニュージャパンナレッジ
●ＰＦＵ西日本株式会社
●ピープルソフトウェア株式会社
●扶桑電通株式会社
●株式会社マイティネット
●株式会社ミウラ
●ミツイワ株式会社
●株式会社モリックスジャパン
●理研産業株式会社
●株式会社両備システムイノベーションズ

シェラトングランドホテル広島(3階・4階)

●コンテンツ・プランナー株式会社
●株式会社島根富士通
●デジタルプロセス株式会社
●富士通エフ・アイ・ピー株式会社
●株式会社富士通システムズ・ウエスト

●富士通株式会社
●株式会社富士通マーケティング

〒732-0053 広島市東区若草町12-1 (JR広島駅新幹線口隣接）
Tel：(082) 262 7111

・電車、新幹線をご利用の場合
JR広島駅北出口（新幹線口）より徒歩1分

・飛行機をご利用の場合
広島空港よりリムジンバスで約45分

・お車をご利用の場合
広島ICから車で約20分

※お車でお越しの場合は、最寄りの
市営駐車場をご利用ください。
但し、満車の場合がございますので、
予めご了承ください。

交通のご案内 シェラトングランドホテル広島

シェラトングランドホテル広島

申込QRコード

ネットで検索！ 富士通イベント・セミナー

会場QRコード


