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セミナー/展示ご参加申込シート
送信方向

送信方向

FAX. (096)331-1800
セミナーお申込み

11/8日
（木）

ご招待
参加無料／事前登録制

申込期限：10月31日（木）まで

富士ゼロックスの開発・生産準備革新
活動・3DCAD活用

S-３

10:30～12:00

S-2

13:30～15:00 製造業における情報セキュリティ
CADを含む情報セキュリティについて

S-１

15:30～17:00 リアルタイムの見える化で生産性と
品質改善

展示

裏面のご興味のある出展製品をご記入願います（

製造業様向け
）

アルファベット番号

S-1

11/9日

S-3

（金）
展示

拝啓 貴社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、厚く御礼申し上げます。

リアルタイムの見える化で生産性と
10:30～12:00
品質改善

日時
このたび、弊社では製造メーカーとして自社が実践した
業務改善活動やユーザー様において実現している改善事例
をベースに、開発、設計、生産管理、製造、品質管理など
のプロセスにおける技術情報の円滑な流通、全社資産であ
る技術情報の管理、活用等のテーマを設定し、本フェア・
セミナーを通じてご紹介させていただきます。製造業にお
ける重要テーマであるQCDに関する改善事例、実行手段
の展示を通じて、皆様の変革活動のヒントにして頂けまし
たら幸いです。

13:30～15:00 富士ゼロックスの開発・生産準備革新
活動・3DCAD活用
裏面のご興味のある出展製品をご記入願います（

）
アルファベット番号

ご来場予定時間：

時頃

貴社名

電話番号

部署名

FAX番号
ご来場人数

ご芳名

in 熊本
11月8日 木
9日 金
両日10:00～17:00
主催
会場

熊本市東区尾ノ上1-6-1
１Fショールーム
４Fセミナールーム

皆様におかれましてはご多用の折とは存じますが、是非
ご来場いただき価値ある情報をお持ち帰りいただければ幸
いです。
敬具

人

email

役職名

会場のご案内
ご芳名

email

役職名
ご芳名

富士ゼロックス熊本株式会社
熊本市東区尾ノ上1-6-1

email

本社1Fに展示スペースを準備しています。

役職名
【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、弊社および協賛企業において、（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

＜会場付近の交通のご案内＞
・熊工入口前バス停より 徒歩5分
・益城熊本空港インターより車で10分
・熊本空港より車で25分。
*本社前に駐車場をご用意しております。

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あります。上記以外の目的で利用する場合、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。個人情報は、法令および弊社プライバシーポリシーもとづき適切に取り扱わせていただきます。

＜お問合せ＞ セミナー開催事務局 渡辺・原田
TEL 096－367-2220
DHC_D

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

DHC_D

11月8日（木）・9日（金） セミナープログラムガイド

定員各40名

主な展示コーナーの概要

10:30～17:00

＜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。＞

A

S-1

8日

15:30～17:00

9日

10:30～12:00

● リアルタイムの見える化で生産性と品質改善
ものづくり製造現場では不良が発生すると紙伝票に記入し、それをシステムに手入力し、
日別に集計して見える化をしていました。ところが人間は手間を省くために後日入力した
り、まとめて入力する傾向がありました。そこから得られるデータでは、現場対応が後手
に回り、間違った判断を導くことがありました。そこでタブレットを使い不良発生を都度
入力した結果、不良発生状況がリアルタイムで見えるようになりました。集計では見えな
い現場の生の姿を投影したものが見えました。そこから生産性と品質改善の答えを出せた
のです。
しかし、答えが見えたら、もう見なくていいことにも気づきました。次の見える化が必
要です。BIツールはその改善サイクルを回す上で重要な役割を果たしています。
富士ゼロックス株式会社 もの作り本部
生産企画管理統括部 マネージャー 田中 俊毅

S-2

8日

13:30～15:00

ArcSuite Engineering3.0
モデリングデータを含む成果物ソリューション

課題であるQCDのさらなる改善のため、社内の情報を簡
単かつ迅速そして、確実に活用できる情報管理環境の構築
が必要とされています。「紙から電子」への移行を簡単に
行い、迅速に情報共有を実現する初歩から、確実に管理・
活用する上での「セキュリティ」「最新版管理」「配布」
【技術伝承】といった段階までを実現するソリューション
をご紹介します。

B

DocuWorks 9
ドキュメントの有効活用

文書の受け渡しから作成、プレゼンテーション、保存まで、
ドキュメントを扱う一連の業務がスムーズに。場所や時間
にしばられず、さまざまな情報の活用や人との連携を促し
ます。DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(Docu
Works Desk)と、その上に並べられた文書を閲覧・編集す
るツール(DocuWorksViewer)で構成された、ドキュメン
トハンドリング・ソフトウエアです。
富士ゼロックス（株）

富士ゼロックス（株）

C

Apeos PEMaster Evidence Tracker2.4
ドキュメントによる進捗の見える化

メンバー間での情報のやり取りや、作業過程などを可視化
し、共有・蓄積することが可能になります。過去の案件・
ものづくりプロセスなど埋没しがちな情報を会社資産とし
て活かすことができるソリューションをご紹介します。

D

Quick Solution
AIで「探し方」改革! 全文検索・情報活用システム

社内に点在するファイルサーバ、データベース、Web
サイト、ArcSuite Engineering等の各種情報を横断的に
検索・活用するためのシステムです。 検索文の意味を理解
して検索する「セマンティック検索」をはじめ、AIをフル
活用して効率的な情報活用を強力に支援します。
住友電工情報システム（株）

富士ゼロックス（株）

E

RPA 「BizRobo！」

F

マンパワーをルーティン業務から開放

ホワイトカラーにおけるルーティンワークに割く時間はじ
つに5割程度といわれております。これまで普通とされてき
た仕事の仕方、例えば人による情報の転記作業、情報収集
や数字の集計、システム入力作業などをロボットに任せる
ことで、コアワーク中心の働き方にシフトします。

SKYSEA Client View
企業・団体向け

クライアント運用管理ソフト

資産管理、デバイス管理、ログ管理など情報漏洩対策と
IT資産運用に必要な機能を搭載。組織内のIT機器やソフ
トウエア資産を一元管理することでIT資産の利用状況を
把握、適切な運用対策が図れます。また他システムとの
連携によるセキュリティ対策も別途提案可能です。
SKY（株）

RPAテクノロジーズ（株）

● 製造業における情報セキュリティの課題
CADデータを含む情報セキュリティについて

G

インターネットの普及と情報化技術の進歩によって情報を容易に作成、共有、複製する
ことが可能となり、仕事や生活の中でも情報を扱う利便性が高まっています。その反面、
昨今話題となっている「ランサムウェア」や「標的型攻撃」などで企業の情報漏洩リスク
が再認識されており、外部からの攻撃のみならず内部における「人的脅威」を含めて情報
漏洩対策が広い意味で重要課題となっています。
本講演では、製造業のものづくりにフォーカスした図面をはじめとする技術情報をどう
守るべきかを、エンジニアリング業務の運用や環境を加味しながら詳しくご紹介します。
ピコテクノロジーズ株式会社 代表取締役 玉木 正巳 氏

S-3

8日

1030～12:00

9日

13:30～15:00

RPA 「WinActor」

H

日常の定型業務に関する課題を解決

RPAツール「WinActor」は、NTTグループで研究・利用を続
け、技術とノウハウが詰まった、業務効率を支援するソフトウ
エア型ロボットです。Windows上で操作可能なアプリケー
ション、個別の業務システムを利用した業務をシナリオ（ワー
クフロー）として学習し、ユーザのPC業務を自動化します。

シムトップスConMas iReporter
タブレットによるペーパーレス帳票記録・報告・閲覧

現場にあふれる様々な紙帳票をタブレット端末上でペー
パーレス化することで、後工程でのデータ入力作業や報
告書作成作業を削減しながら、鮮度の高い現場データを
リアルタイムで収集する仕組みをご提供します。
富士ゼロックス（株）

（株）エヌジェーケー

I

クラウド運用導入サービス

J

IaaS基盤運用を代行するサービス

お客様システムの基盤となるAmazon Web Services
（AWS）またはMicrosoft® Azure®等のIaaS基盤運用
を代行するサービスです。お客様システムの稼動監視か
らシステムバックアップなどの日次運用、さらには障害
時のサービス復旧支援まで、お客様に代わってクラウド
環境を安定して稼働させるための運用支援を行います。

MotionBoard
IoTソリューション

工場内で発生する設備、検査、日報データを簡単に
「見える化＆可視化」し、リアルタイムな状況把握と
改善に繋げるためのデータ活用ソリューションです。
富士ゼロックスマニュアファクチャリング鈴鹿工場で
の活用事例も含め、各種事例を紹介いたします。また、
勤怠データを可視化して「働き方改革」を支援する業
務IoTも用意しております。

富士ゼロックス（株）

● 富士ゼロックスの開発・生産準備革新活動・3DCAD活用
～開発・生産手戻りコストをいかに減らしたのか～
富士ゼロックスでは厳しい価格競争に打ち勝つために総原価削減活動を継続的に行ってお
ります。
本セミナーでは、開発及び生産準備領域でのロスコスト削減の為に3Dデータを積極的
に活用して進めてきたプロセス改革の事例とその成果をご紹介いたします。
富士ゼロックス株式会社 もの作り本部
生産企画管理統括部

K

上記セミナー開催日に、当社１階ショールームにおきまして、様々なソリューションを同時展示いたします。
是非この機会にご来場いただき、ご確認・体感いただければ幸いです。

L

人事労務管理パッケージシステム

Total File Guard
時間や場所を選ばすに重要なデータを保護

全てに簡単 全てに「やさしい」。働く人と操作する人
を支援する「やさしさ」を実現しています。就業・給与
ソリューションに人事情報登録と検索を標準搭載。人事
分析機能はアドオンで追加可能。これまでのノウハウを
ベースに、より使いやすい機能を用意しています。

ファイルへのアクセス制御を行うことは、機密データの紛
失や漏えいに対する最善の対応策ではありません。機密
データや知的財産データが何処へ流失しようとも、それら
のデータを保護できる方法を紹介します。

アマノ（株）

ピコテクノロジーズ（株）

M
坂田 英昭

TimePro-NX

ウィングアーク1st（株）

Denshi-Pen
紙に手書きした情報を簡単かつ迅速にデータ化

生産管理、保守点検などの作業現場では依然として紙とペン
を用いた手書き業務が多く、その後の入力作業に時間とコス
トがかかっていました。Denshi-Penは紙に手書きした情報
を簡単かつ迅速にデータ化することを可能にします。
富士ゼロックス（株）

N

建築設備CAD CADEWA Real
リアルタイム3次元CG

2次元作画で、3次元CGをリアルタイムに表示！「見える
化」「見せる化」の更なる追求で、高品質な設計・施工を
支援し、安心・安全な暮らしに貢献します。

（株）富士通四国インフォテック

