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オンラインセミナー

オンライン展示会 2.15-28 配信

1st Week 2.15-21
2nd Week  2.22-28

2nd Week （2/22～28）

11カテゴリ75種のソリューション展示

富士通Japan
Online Days
2022
2022.2.15‐28

2/15限定配信のおすすめセミナー

このほか、業種・ビジネストレンド講演を
1st Week（7種）・ 2nd Week（8種）と週替わりで配信いたします。

2/22限定配信のおすすめセミナー

配信

1st Week（2/15～21）

ビジネストレンドなど

全19講演

詳しくはサイトを
CHECK！

※期間中は以下の全展示を24時間いつでもご覧いただけます

展示№ 展示名 出展社名

1 バーチャルロボットソリューション（ERPS） エコー電子工業㈱

2 点呼新時代へ　自動車総合安全プラン2025から読み解く「自動点呼」 ㈱ナブアシスト

3 チャットボットじゃない！AI搭載FAQシステムふれあいコンシェルジュ 北日本コンピューターサービス㈱

4 手軽に導入可能なローカル5Gソリューション　PW300スターターキット 富士通㈱

5 AI活用ソリューション「検査検品・異常検知・材料拾い・自動設計」 ㈱システムズナカシマ

6 「博物館ソリューション」　※ひがし北海道3社ソリューション共同出展 ひがし北海道3社の会

7 SaaS型 環境経営情報サービス「EcoTrack」 富士通Japan㈱

8 デジタルレジリエンスサービス 富士通㈱

9 「脱炭素」「カーボンニュートラル」実現へ！　コンプレッサ制御システム ミツイワ㈱

10 エフコムBPOサービス「Fcom‐Smart‐Agent」 ㈱エフコム

11 チャットボット ㈱佐賀電算センター

12 受発注～検収・請求までの全ての業務（やり方）を効率化 ㈱YE DIGITAL Kyushu

13 宿泊業のフロント業務における非接触・非対面、利便性向上を実現!! 富士通Japan㈱

74 ファーストワンマイル・ラストワンマイルの移動を支えるMaaS 富士通Japan㈱

14 DXにおけるデータ分析をより身近なものに！ 日本システム㈱

15 電子契約・証憑書類の一元管理からはじめるDXサービス「DagreeX」 都築電気㈱

16 コロナ禍の顧客接点強化やグローバル展開を支援するDXソリューション 富士通Japan㈱

75 スマートシティ~人々が豊かに安心して暮らせる、持続可能な社会を実現~ 富士通Japan㈱

17 建設業向けサービス「SiteEye」 エイデイケイ富士システム㈱

18 総務業務デジタルトランスフォーメーション「SOUMU‐DX」 ㈱YCC情報システム

19 365step’s/Microsoft 365定着化ソリューション 富士通Japan㈱

20 電子契約の導入～運営維持のアウトソーシングサービス 大興電子通信㈱

21 ニューノーマルな経費精算～電子帳簿保存法改正でペーパーレス化が加速～ ㈱さくらケーシーエス

22 ADVANCE勤怠クラウド（＋新商品ご案内） 関彰商事㈱

23 会議室予約・運用システムSmartRooms ㈱内田洋行

24 働き方の多様化を実現するための最適なシステム環境とは 富士通㈱
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※各講演の視聴時間：45～60分程度

配信中止となりました



25 サイバー攻撃の脅威を世界最高峰のAIが予測・分析　ハッカーに先手を打つ!! 扶桑電通㈱

26 SKYSEA Client Viewとすみずみ君で個人情報の管理を支援 Sky㈱

27 今実現すべきゼロトラストを構築するために必要なこととは 富士通㈱

28 顔認証システム ‐ ARCACLAVISシリーズ ㈱両備システムズ

29 さまざまな業種で利用可能な新しい統合業務ソリューション（ERP） 富士通Japan㈱

30 成長企業の管理部門の働き方改革を支援するクラウドERP 富士通Japan㈱

31 JIIMA認証済！帳票電子化を加速！BtoBプラットフォームのご案内 ㈱インフォマート

32 製造・流通・自治体・文教のITサービスマネジメントを強力にサポート 富士電機ITソリューション㈱

33 「HireVue」AIによる面接判定を活用した採用DXソリューション ソレキア㈱

34 働き方の新しいスタイルを支援 POWER EGG3.0 Chalaza 三谷産業㈱

35 企業の成長を加速・継続させる生産管理ソリューション 富士通Japan㈱

36 施工から点検、メンテナンスまでクラウドでトータルサポート 富士通Japan㈱

37 製造業様における生産スケジュール立案作業を支援 富士通Japan㈱

38 ものづくりDXを実現するCOLMINA 設計製造支援 iCAD SX 富士通Japan㈱/iCAD㈱

39 デジタルデータを活用し、生産準備業務の前倒しと早期品質向上を実現 富士通Japan㈱/デジタルプロセス㈱

40 設計～生産情報を一気通貫に伝達し、リード時間短縮やコストダウンを実現 富士通Japan㈱

41 工場見学向け多言語対応音声ガイドアプリ ピープルソフトウェア㈱

42 鋳造業向け生産管理システム ㈱コスモサミット

43 業種対応型販売管理システム＋ローコードアプリ連携で業務変革を実現!! ㈱カイタックホールディングス

44 印刷工程管理システム ㈱HDC

45 ホテル向け業務システム GLOVIA smart ホテルSaaS 富士通Japan㈱

46 不動産管理業の業務プロセスデジタル化を支援 富士通Japan㈱

47 流通BMS対応EDIパッケージ 「Speedikit Lite」 富士通Japan㈱

48 クラウド型EDIサービス AZCLOUD SaaS EDiLINK 富士通Japan㈱

49 ハードフリーによる新たなチェックアウトのご提供～新たな顧客体験の創造～ ㈱富士通四国インフォテック

50 食品製造業の作る・売る・運ぶを支援「FoodCORE」 富士通Japan㈱

51 リテールビジネスのデジタルシフトを支援するBrainforce 富士通㈱

52 ラストマイルにおける課題解決をサポートするフリート最適化サービス 富士通㈱

53 入出荷在庫管理システム「LogiLite」 西日本オフィスメーション㈱

54 診療所向け電子カルテHOPE LifeMark‐SX Cloud 富士通Japan㈱

55 病院様向けクラウド型電子カルテHOPE Cloud Chart II 富士通Japan㈱

56 患者向け外来支援サービス　HOPE LifeMark‐コンシェルジュ 富士通Japan㈱

57 データドリブンな健康経営とは　～健康情報のデジタル化から活用へ～ 富士通Japan㈱

58 介護に笑顔を届けるコミュニケーションロボット ㈱ヒミカ

59 介護現場で介護記録を簡単入力 ㈱テクトロン

60 栄養管理システム AjiDAS 富士テレコム㈱

61 病理システム「Dr.HELPER」 ひろぎんITソリューションズ㈱

62 タブレット問診入力システム アイ・ティ・エス㈱

63 Revista児童相談 ㈱フィデア情報総研

64 自治体様向け災害時業務支援 ㈱FSK

65 消防業務総合サポートパッケージ　救急統計システム ㈱システムベース

66 奨学金管理システム ㈱熊本計算センター

67 自治体様向け　Web霊園管理 ㈱青森共同計算センター

68 調査員の残業ゼロに貢献！MCWEL介護保険　訪問調査モバイルV2 富士通Japan㈱

69 戸籍事務支援のための電子書籍AI検索サービス 富士通Japan㈱

70 新型コロナ感染症対策ソリューション（健康観察チャット、ワクチン証明・陰性証明） 富士通㈱

71 貴重な資料のデジタル化保存と活用により地域活性化や教育を支援 富士通Japan㈱

72 大学DXを支える基幹サービス「Campus‐Xs」 富士通Japan㈱

73 様々なデータを統合、活用しエビデンスベースの大学経営をご支援 富士通Japan㈱

ヘ
ル

ス
ケ

ア

1

2

自
治

体

1

文
教 1

製
造

1

2

流
通

1

2

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

1

業
務

共
通

1



富士通Japan Online Days 2022 オンライン展示会

バーチャルロボットソリューション（ERPS）

バーチャルロボットソリューション（ERPS）

ERPSはクラウドからサイネージ向けのコンテンツを配信するサービスで

す。音声合成やAIカメラを用いた広告の最適化が可能です。

エコー電子工業㈱

SaaS型 環境経営情報サービス「EcoTrack」

SaaS型 環境経営情報サービス「EcoTrack」

環境経営情報サービス「EcoTrack」はインターネットを利用し、環境

データやESG、SDGsに関わるデータを一元管理し、全体集計および

報告書の作成を支援するSaaS型クラウドサービスです。

富士通Japan㈱

デジタルレジリエンスサービス

デジタルレジリエンスサービス

近年激甚化する自然災害に対し、迅速な対応を支援するSaaS型

サービスです。気象情報、SNS情報など様々な災害関連のデータを

組み合わせて、今どこで何が起きているかをデジタル地図上で再現し

ます。今後も活用データを拡大し成長を続けていきます。

富士通㈱

「脱炭素」「カーボンニュートラル」実現へ！　コンプレッサ

制御システム

コンプレッサの省エネ（負荷予測台数制御システム）

政府発表の「2050年カーボンニュートラル宣言」、グリーン成長戦

略、ESG投資への第一歩を実現するソリューション。製造業における

工場全体の30%もの電力を消費していると言われるコンプレッサにつ

いてエア圧監視によるコンプレッサを制御するシステムです。

ミツイワ㈱

最新テクノロジー／AI／5G活用 ブース

SDGs ブース

点呼新時代へ

自動車総合安全プラン2025から読み解く「自動点呼」

AIロボット点呼「Tenko de unibo」

事業用自動車総合安全プラン2025が国土交通省のHPに掲載されま

した。その中の、自動点呼の今後の展望で当社のTenko de uniboが

ご紹介されています。最新の国の動向を含むTenko de uniboで行う

点呼業務を支援する内容をご紹介します。

㈱ナブアシスト

チャットボットじゃない！

AI搭載FAQシステムふれあいコンシェルジュ

自然言語AI・QA支援システム　ふれあいコンシェルジュ

弊社開発のAIが問合せ業務に追われる部門を救います！よくあるお問

合せはAIに任せて業務を効率化しませんか？誰でもシンプルで使いやす

く、メンテナンスもカンタンなFAQシステムです！自治体向けにはLGWAN

も選択いただけます。

北日本コンピューターサービス㈱

手軽に導入可能なローカル5Gソリューション PW300

スターターキット
ローカル5Gスタンドアロンシステム「FUJITSU Network PW300」

スターターキット

富士通は5G方式で自営の無線NWを構築できる製品「FUJITSU

Network PW300」を提供しています。今回新たにPW300の主要機

能を1台のIAサーバに集約し、従来のPW300の約1/3の費用で導入

可能なスターターキットを提供開始しました。

富士通㈱

AI活用ソリューション

「検査検品・異常検知・材料拾い・自動設計」
AI×検査検品、AI×異常検知、AI×材料拾い、AI×自動設計、

AI×レコメンド、AI×入退管理　ほか

人が目視で行う外観検査や異物混入等の確認をAIが代わりに行う「AI

×検査検品」の他、窃盗・破壊など通常起こりえないアクションをAIが認

識し、セキュリティにアラートを発信する「AI×異常検知」など、AIを活用

した業務自動化ソリューションをご紹介します。

㈱システムズナカシマ

「博物館ソリューション」

※ひがし北海道3社ソリューション共同出展

まちじゅうスクラップコレクション、音声解説タブレット、ふるさとぱすぽーと

博物館や資料館の展示品のDB化と来場者向け案内ソリューション。

DB登録された展示品の説明をタブレットやスマホに表示（多言語対

応）。また、郷土史料は膨大な情報の中から、検索機能により知り

たい情報をビジュアル表示が可能です。

ひがし北海道3社の会

エフコムBPOサービス「Fcom‐Smart‐Agent」

Fcom Smart Agent（エフコム・スマート・エージェント）

ロール紙プリンタでは、必要な分だけ用紙を作成して都度訂正が可能

なため、無駄な用紙の在庫や追加費用が発生しません。帳票のプレ

プリントと個人毎のデータを同時に印字する為、用紙のコスト削減や

短納期を実現し、お客様に合わせたBPOサービスをご提供できます。

㈱エフコム
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受発注～検収・請求までの

全ての業務（やり方）を効率化

クラウド型Web－EDIサービス「きっと e! DI2」

受発注～検収・請求までの全ての業務を効率化するWeb-EDIサー

ビスです。電話・FAXなどの人手作業をシステム化することで正確性

が高まります。導入するだけで即運用可能な「PRONESテンプレー

ト」や「流通BMSテンプレート」をご準備しております。

㈱YE DIGITAL Kyushu

富士通Japan Online Days 2022 オンライン展示会

DX #1 ブース DX #2 ブース

チャットボット

チャットボット

弊社内に開設した「R&Dセンター」において、ヘルプデスクなどのコンシェル

ジュソリューションとして開発したチャットボットは、顧客との会話により、最

適な回答へと促し、担当者の負荷を軽減します。

㈱佐賀電算センター

DXにおけるデータ分析をより身近なものに！

データ分析ツール「Linxgate」

データをわかりやすく分析するために、必要な機能を厳選！また様々な

ニーズに応えるため、柔軟なカスタマイズが可能です。 BIツールは「難し

い」という観念を払拭します。

日本システム㈱

電子契約・証憑書類の一元管理からはじめる

DXサービス「DagreeX」

DagreeX（ダグリークス）

都築電気新サービスのDagreeXは、契約書類・ビジネスに関わる証憑

書類のデジタル化を推進し、紙削減・業務効率化だけでなく、法改正に

伴う電子保存の活性化や、関連業務を含めた契約全体のデジタル化お

よびデータの分析・活用を見据えたサービスです。

都築電気㈱

コロナ禍の顧客接点強化やグローバル展開を支援する

DXソリューション

NetSuite

国内および世界中がコロナ禍の混乱する状況において、お客様との接点

強化による営業強化や、海外拠点のビジネス状況をリアルタイム把握す

ることによる状況の可視化など、経営強化を実現するクラウド型DXソ

リューションです。

富士通Japan㈱

スマートシティ　～人々が豊かに安心して暮らせる、

持続可能な社会を実現～

スマートシティ

豊かさ、安心・安全、サステナブルの観点から社会創りを進め、行政、

市民、ビジネスパートナーと共に、社会課題解決に向けたテクノロジー

の社会実装とイノベーションを促進し、人々が豊かに安心して暮らせ

る、環境ファーストでレジリエントな社会を実現します。

富士通Japan㈱

ファーストワンマイル・ラストワンマイルの移動を支える

MaaS

オンデマンド交通サービス

オンデマンド交通サービスは、移動サービス提供者に必要な予約受

付、運行管理などの業務を支援する機能をクラウドで提供します。ま

た、利用者と移動サービス提供者を最適にマッチングし、利用者の利

便性や移動サービス提供者の運行効率を向上させるサービスです。

富士通Japan㈱

総務業務デジタルトランスフォーメーション

「SOUMU‐DX」

SOUMU-DX

総務業務デジタルトランスフォーメーション「SOUMU-DX」は、特に

ペーパーレスによる効率化が期待できる「給与明細書発行業務」「経

費精算業務」「就業管理業務」について、独自のサービスメニューをプ

ラスしてご提供するサービスです。

㈱YCC情報システム

建設業向けサービス「SiteEye」

建設業向けサービス「SiteEye」

ハンドセンサーによる作業環境や作業者の管理（温度、湿度、脈

拍、身体負荷）、バッジセンサーによる作業者の 位置情報管理

（GPS 、 ビーコン）等により、建設工事などのさまざまな現場の環

境や作業者の安全・安心をサポートするクラウドサービスです。

エイデイケイ富士システム㈱

宿泊業のフロント業務における

非接触・非対面、利便性向上を実現！！

ノータッチステイサービス

宿泊業において、スマートフォン1つで、非接触・非対面のチェックイン

からチェックアウトが完結するサービスです。お客様自身で宿泊者情報

の記入・署名が可能となり、スタッフの省力化・省人化を図ります。

富士通Japan㈱ 75
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富士通Japan Online Days 2022 オンライン展示会

セキュリティ ブース

業務共通 ブース

成長企業の管理部門の働き方改革を支援するクラウド

ERP

FUJITSU Enterprise Application GLOVIA きらら

販売・会計・人事給与3つの業務をラインナップしたクラウド型統合基幹

業務アプリケーション。お客様の業務・ご要望に合わせて使いたい機能を

選べるため、低コスト・短期間で、すぐに利用できます。 業務効率化とコ

スト削減を提案し、中堅企業の成長を応援します。

富士通Japan㈱

SKYSEA Client Viewとすみずみ君で

個人情報の管理を支援

SKYSEA Client View＋すみずみ君

SKYSEA Client Viewとすみずみ君を連携させることで、組織のクライア

ントPCやサーバー内に個人情報が含まれていないかをチェックし、ファイル

を検出することができます。検出結果はSKYSEA Client Viewで一元

管理できます。

Sky㈱

さまざまな業種で利用可能な新しい

業務ソリューション（ERP）

FUJITSU Enterprise Application GLOVIA iZ

お客様に革新（innovation）と全盛期（Zenith）をもたらし続け新

しい世界を見られる目（eyes）を提供したい。 GLOVIA iZはそのよう

な思いを「経営に革新を 企業に変革を」をコンセプトにお客様の企業経

営に最大限の価値を提供します。

富士通Japan㈱

JIIMA認証済！帳票電子化を加速！

BtoBプラットフォームのご案内

BtoBプラットフォーム請求書

電子帳簿保存法が今年1月に改正され、ペーパーレス化しやすい環境

がさらに整いました。 10年間追加料金なしで要件を満たし電子保存で

きる「BtoBプラットフォーム」と、その他の帳票類も含めシームレスに電子

保存できるオプションについてご案内します。

㈱インフォマート

働き方の新しいスタイルを支援

POWER EGG3.0 Chalaza

POWER EGG  Chalaza

POWER EGG3.0はグループウェア、汎用申請ワークフロー、Webデータ

ベース、経費精算ワークフロー、CRMの5つの機能を連携します。業務プ

ロセスを可視化できるPOWER EGGは、組織の連携を強める力になる

はずです。

三谷産業㈱

今実現すべきゼロトラストを構築するために

必要なこととは
Zero Trust Network powered by Prisma Access、

FENICS 快適テレワークSaaSアクセスサービス

サイバー攻撃は高度化され、世界が破壊されてしまうと懸念されていま

す。これを防ぐために登場した考え方がゼロトラストです。しかし、この実現

は難しく、いまだ踏み出せていない企業も多いことが現状です。ここでは、

実現に向かうためのヒントを提供します。

富士通㈱

製造・流通・自治体・文教のITサービスマネジメントを

強力にサポート

ITサービスマネジメントツール「CSStream CloudWorks」

社内・社外からの問い合わせやインシデント管理等のサービスデスク業務

のシステム化により、業務効率化を実現する「ITサービスマネジメントツー

ル」です。 問い合わせ対応業務の“アナログ管理”や“業務効率低下”と

いった多くのお悩みを解決します。

富士電機ITソリューション㈱

サイバー攻撃の脅威を世界最高峰のAIが予測・分析

ハッカーに先手を打つ!!

SasaL セキュリティリスクモニタリング

SasaL（ササエル）セキュリティリスクモニタリングは、お客様のシステム

に潜む脆弱性を明らかにします。世界中で猛威を振るうサイバー攻撃

に備えるためにも、「スピード」「品質」「コスト競争力」を兼ね備えた世

界基準の診断を、是非ご体験ください。

扶桑電通㈱

「HireVue」AIによる面接判定を活用した

採用DXソリューション

HireVue

採用面接の省力化、採用基準の統一、様々な採用業務課題の解決策

として、AIを活用したDXソリューション「HireVue」は面接のプロによる判

定結果を再現します。録画動画から候補者の社会人基礎力を自動判

定し、採用選考の公平性・透明性の向上・効率化を実現します。

ソレキア㈱

顔認証システム ‐ ARCACLAVISシリーズ

ARCACLAVIS Ways

ARCACLAVISシリーズは顔認証を中心とした多要素認証ソリュー

ションです。マスクの着用が日常となるなか、自社開発顔認証エンジン

「RS-OLFACE」によりマスク着用での顔認証が可能で、自治体、教

育委員会、医療など業種問わずに採用実績があります。

㈱両備システムズ
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Work Life Shift ブース

文教 ブース

365step’s/Microsoft 365定着化ソリューション

「365step’s」「コミュニケーション基盤 Microsoft 365定着化ソリューション」

Microsoft365の導入効果を上げるには、定着フェーズに沿った仕掛け

を段階的に実施し、日常使いができる状態に「定着」させることが不可欠

です。導入や利活用促進に役立つ「365step's」を中心に、定着化ソ

リューションを展示します。

富士通Japan㈱

電子契約の導入～運営維持のアウトソーシングサービス

DD-CONNECT

高まる取引の電子化に伴い、信用とサービス運用の安定を第一に考え、

電子契約の導入から運用・運営すべてをアウトソーシングサービスとしてご

提供します。

大興電子通信㈱

ニューノーマルな経費精算～電子帳簿保存法改正で

ペーパーレス化が加速～

経費キャッシュレス

経費精算は重要な業務でありながら、手間がかかる業務のひとつです。

経費精算業務をシステム化して、手間がかかる業務を楽にしませんか？

電子帳簿保存法にも対応可能な機能を備えた「経費キャッシュレス」の

特長や、システム導入のポイントなどをご紹介します。

㈱さくらケーシーエス

働き方の多様化を実現するための最適な

システム環境とは

FJDaaS（FJDaaS-V/FJDaaS with Citric Cloud）、Box

人類はコロナ禍を経験し、これからの働き方が大きく見直されています。

次なる時代の働き方はさらに多様化していくため、これまでとは異なる環

境が必要です。そこで未来の働き方はどうなるのかをお伝えし、必要とな

る環境を実現するソリューションをご紹介します。

富士通㈱

会議室予約・運用システムSmartRooms

SmartRooms

SmartRooms（スマートルームズ）は、主要なグループウェア とリアルタ

イムに連携する会議室予約・運用システムです。会議室のカラ予約を解

消する自動キャンセル機能など、会議室のムダ削減と利便性の向上をご

支援します。

㈱内田洋行

様々なデータを統合、活用しエビデンスベースの

大学経営をご支援

FUJITSU 文教ソリューション Unified-One　統合データベース

これからの大学では新たな教育手法や経営分析等のアイデアを全学的

に実践、改善していくことが求められます。学内外に分散する膨大な情

報を統合、リアルタイムな情報活用を実現するプラットフォームとして財務

や教学IRを強力にご支援できるソリューションをご紹介します。

富士通Japan㈱

ADVANCE勤怠クラウド（＋新商品ご案内）

ADVANCE勤怠クラウド

簡単で使いやすい・自社にあった設定ができる・法令違反など

心配事からの解放を実現。ニューノーマル時代の働き方に柔軟に

対応可能です。

関彰商事㈱

大学DXを支える基幹サービス「Campus‐Xs」

FUJITSU 文教ソリューション Campus-Xs（キャンパスクロス）

多くの大学様とともに、長年培ってきたノウハウと実績を集約。「職員

の業務スリム化」と「学びの個別最適化」を目指すための大学DXをご

支援することを目的に新たに生まれ変わった大学基幹サービスをご紹

介します。

富士通Japan㈱

貴重な資料のデジタル化保存と活用により地域活性化

や教育を支援
FUJITSU 文教ソリューション Musetheque デジタルアーカイブシステム

（ミューズテーク）

博物館・美術館・公文書館・図書館・教育研究機関・企業等が持つ

様々な貴重資料をデジタルで保存、インターネット機能によりワンストップで

公開できます。各資料の持つ魅力により地域活性化や教育現場での活

用が期待でき、同時に後世に伝えていくことも可能となります。

富士通Japan㈱
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製造 #1 ブース

製造 #2 ブース

企業の成長を加速・継続させる生産管理ソリューション

GLOVIA iZ生産 PRONES GXi/ GXi HYBRID

GLOVIA iZ 生産 PRONES GXiは製造業のお客様の基幹系業務を

変革し、成長を加速・継続させる生産管理システムです。製造業のお客

様の基幹系業務を変革し、企業の成長を加速・継続させるビジネス環

境を実現します。

富士通Japan㈱

ものづくりDXを実現するCOLMINA 設計製造支援

iCAD SX

COLMINA 設計製造支援 iCAD SX

昨今、多くの製造業では、ものづくり情報の蓄積・活用が重要視されて

います。機械設計の早い段階から情報を3DCADに蓄積し、製造・保守

サービスまでを1つのデータでつなげることで、部門間の円滑な情報共有

を可能とし、ものづくりのDX推進に貢献します。

富士通Japan㈱／iCAD㈱

設計～生産情報を一気通貫に伝達し、リード時間短縮

やコストダウンを実現
FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINA 技術情報管

理 部品表

COLMINA 技術情報管理 部品表は、設計部品表、生産準備部品

表、保守部品表など目的別の複数の部品表（BOM）をもつことがで

き、設計から生産、保守に至る各プロセスにおける情報の管理と伝達を

行います。

富士通Japan㈱

工場見学向け多言語対応音声ガイドアプリ

MUSENAVI（ミューズナビ）

工場見学は企業のロイヤルティを高める大切な業務ですが、専属人員が

いる場合は少なく、伝える内容の差や知識の継承に課題を持たれている

企業が多くあります。 この工場見学にアプリを導入することで得られる

様々なメリットと、本製品ならではの特徴をご紹介します。

ピープルソフトウェア㈱

鋳造業向け生産管理システム

ReMacs TypeC

鋳造業の業務に特化した生産管理システム「ReMacs TypeC」は鋳造

業界の抱える様々な課題を解決に導きます。鋳造業に必要な管理項

目や造型・溶解の計画機能を標準搭載し現場の見える化を促進・属人

化解消をサポートします。

㈱コスモサミット

施工から点検、メンテナンスまでクラウドで

トータルサポート
FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINA

工事・メンテナンス

「COLMINA 工事・メンテナンス」は、施設台帳、設備情報、点検計

画、保守・工事履歴などを「構造物カルテ」として統合管理することによ

り、「維持メンテナンス」業務の効率化や品質向上を実現し、「戦略的ア

セットマネジメント」を支援します。

富士通Japan㈱

製造業様における生産スケジュール立案作業を支援

COLMINA Production Planning Support System

COLMINA Production Planning Support System は充実した対

話修正機能と自動立案機能を両立させ、柔軟性の高い表現、

シミュレーション機能で、工程計画や生産計画立案業務の効率化に貢

献します。

富士通Japan㈱

業種対応型販売管理システム＋ローコードアプリ連携で

業務変革を実現！！
FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart FMMAX

業種テンプレート

様々な業種・業務テンプレートを有する、販売管理システム「GLOVIA

smart FMMAX」と、ビジネスニーズに合ったカスタムアプリを短時間で開

発できる環境を提供する「Microsoft Power Apps」の連携事例をご

紹介します。

㈱カイタックホールディングス

デジタルデータを活用し、生産準備業務の前倒しと早期

品質向上を実現
FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINA デジタル生産

準備 VPS

設計から製造現場までをデジタルデータでつなぎ、ものづくりのDXを推

進するとともに、生産準備業務の前倒しによる生産の垂直立ち上げを

実現。700社以上にお使いいただいている、生産準備業務に根ざし

業務に即した操作性を追求した実績No.1のパッケージソフトです！

富士通Japan㈱／デジタルプロセス㈱ 40
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流通 #1 ブース 流通 #2 ブース

ホテル向け業務システム GLOVIA smart ホテルSaaS

GLOVIA smart ホテルSaaS

宿泊業の予約からチェックイン、チェックアウトまでの基幹業務を支援する

システムです。

富士通Japan㈱

流通BMS対応EDIパッケージ 「Speedikit Lite」

卸・メーカー様向け流通BMS対応EDIパッケージ 「Speedikit Lite」

SpeedikitLiteはインターネットを利用したJX手順（流通BMS規定の

通信手順）を使用し、流通BMS対応のデータ交換に最低限必要な

「通信」と「データフォーマット変換」の機能に特化したEDIパッケージで

す。

富士通Japan㈱

クラウド型EDIサービス AZCLOUD SaaS EDiLINK

AZCLOUD SaaS EDiLINK

ファイル転送型EDIとWeb型EDI（Web-EDI）を統合し、導入時間

の短縮と高品質なEDIシステムを低価格でご利用いただけるクラウドサー

ビスです。

富士通Japan㈱

食品製造業の作る・売る・運ぶを支援「FoodCORE」

FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart FoodCORE

食品製造業様の経営層・現場の方々が悩まれている課題を解決するべ

く、きめ細やかな機能を準備しています。生産管理・販売管理が一体と

なった統合基幹業務システム（ERP）だからこそ、「リアルタイム」「スピー

ド感」を重視した業務を実現します。

富士通Japan㈱

リテールビジネスのデジタルシフトを支援するBrainforce

FUJITSU Retail Solution Brainforce

Brainforceは「リテール業界にイノベーションを起こし、新たな価値を創

造し、ビジネスを再設計する」という思いを込めて開発したリテール事業者

のデジタルシフトを支援するRetail as a Service（RaaS）です。

富士通㈱

入出荷在庫管理システム「LogiLite」

入出荷在庫管理システム「LogiLite」

「LogiLite」は、倉庫内作業の効率化と標準化を目的とした入出荷在

庫管理システムです。基幹システムとの連携を前提とし、入荷・ピッキン

グ・仕分・出荷・棚卸・在庫管理の各業務の効率化・標準化を実現しま

す。

西日本オフィスメーション㈱

印刷工程管理システム

印刷工程管理システム

印刷業標準帳票の出力機能に加え、外注管理・収益分析機能を

備えた総合印刷業向け工程管理ソリューション。受注管理・生産管

理・作業工程管理には操作権限によるシステム制御機能も装備して

います。

㈱HDC

ハードフリーによる新たなチェックアウトのご提供

～新たな顧客体験の創造～

フィットPosSystem

専門／量販／飲食の複合業種対応したPOSソリューション。ハードフ

リーを採用し、スマホ、iPad、カートPOS等利用シーンにあわせ提供可

能。またセルフ、ペイメントシステム、オーダリング、顧客カルテ、BO機能

等、豊富な機能を持つオールインワンシステムです。

㈱富士通四国インフォテック

不動産管理業の業務プロセスデジタル化を支援

GLOVIA smart 不動産／ビルメンテナンス

不動産管理業様及びビルメンテナンス業様向けの業務管理システム

です。一連の業務プロセスのデジタル化を推進し、業務効率化を支援

します。

富士通Japan㈱

ラストマイルにおける課題解決をサポートする

フリート最適化サービス

Fleet Management Optimization(仮称）

輸送時のCO2排出量削減や物流クライシスなどのモビリティや物流に

おける社会課題の解決に向け、Autofleet社の動的配車プラット

フォームと、富士通のテクノロジーやノウハウを融合し、導入企画から運

用までのトータルサポートをグローバルで提供します。

富士通㈱
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ヘルスケア #1 ブース

ヘルスケア #2 ブース

介護に笑顔を届けるコミュニケーションロボット

介護ふれあいロボットシステム HIMBOT

介護サービス利用者様とのふれあい、レクリエーション、脳トレなど、 老人

ホームやデイサービス、グループホームなどで活躍します。

㈱ヒミカ

介護現場で介護記録を簡単入力

モバイタルくん

モバイル端末よりバイタル・食事・LIFEなどの記録入力、体温計・血圧計

などの外部機器からの入力を行えます。入力した記録の照会・グラフ表

示も可能。介護システム(WINCARE)に記録をアップロードし、データの

共有化及び活用を図れます。

㈱テクトロン

病理システム「Dr.HELPER」

病理システム「Dr.HELPER」

当社で開発・運営を行っている病理システム「Dr.HELPER」をご紹介し

ます。

ひろぎんITソリューションズ㈱

タブレット問診入力システム

タブレット問診入力システム

病院・診療所でお使い頂く、問診入力システムです。院内での問診入

力はもちろん、患者様の携帯端末からの事前入力など、場所を気にせず

問診入力することができます。院内滞在時間短縮や、患者様との接触

回数を抑えるために有効活用頂けるシステムです。

アイ・ティ・エス㈱

診療所向け電子カルテ

HOPE LifeMark-SX Cloud

HOPE LifeMark-SX Cloud

医療現場における「かかりつけ医」の活躍をサポートする、診療所向け電

子カルテシステム「HOPE LifeMark-SX」を新たにクラウドサービスとして

ご提供しました。電子カルテ・医事会計機能を有しておりますが、医事会

計機能のみのご利用も可能です。

富士通Japan㈱

病院様向けクラウド型電子カルテ

HOPE Cloud Chart II

HOPE Cloud Chart II

Cloud Chartのノウハウを継承しつつ、新しいサービス基盤上で

LifeMark-MXをクラウド化した製品です。幅広いレンジに対応するととも

に、時代の変化に対応した、クラウドならではのサービスをスピーディーに

展開していきます。

富士通Japan㈱

患者向け外来支援サービス

HOPE LifeMark‐コンシェルジュ

HOPE LifeMark-コンシェルジュ

患者さんのスマートフォンと医療機関の電子カルテを連携することで、快

適な通院環境を実現する患者様向けサービスとなります。診察状況お

知らせやスマートチェックインなど、感染対策としても活用でき、院内スタッ

フの負担軽減にも貢献します。

富士通Japan㈱

栄養管理システム AjiDAS

栄養管理システム

栄養部門、患者・入所者様、経営層の3つの視点から業務をバックアッ

プします！　日々の「献立・栄養管理・発注」といった多様化する栄養業

務に対応すべく、これまで培ってきたノウハウをもとに、常に最新の機能を

ご提供します。

富士テレコム㈱

データドリブンな健康経営とは

～健康情報のデジタル化から活用へ～
LifeMark HealthAssist、LifeMark 健康経営ソリューション、

e診断＠心の健康

健康経営を実現するにあたり、目に見えない健康をどう表現し測定、評

価するかは喫緊の課題です。その課題に対し富士通社内外で長年取り

組んできた知見を用いて健康情報をデジタル化し、健康経営につなげる

仕組みをご紹介します。
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自治体 ブース

富士通Japan Online Days 2022 オンライン展示会

自治体様向け災害時業務支援

被災・り災証明書発行管理システム

災害発生時における自治体の業務支援をします。 当システムは、東日

本大震災の被災自治体様の要望を基に構築しています。基幹システム

からのデータ連携機能、避難者住所管理機能、家屋被害調査業務支

援機能を備えた、被災・り災証明書発行管理システムです。

㈱FSK

消防業務総合サポートパッケージ　救急統計システム

救急統計システム「AMBULYZE」(アンビュライズ)

消防本部救急担当様向けのシステムです。出場データの管理・分析に

強く、国への報告、調査対応を簡単に行うことができます。

㈱システムベース

奨学金管理システム

奨学金管理システム

「奨学金管理システム」は、申請受付から返還完了までの一連の奨学

金業務をトータル的にサポートします。申請受付・審査・奨学生決定貸

付金の貸付管理返還（償還）の管理業務に至る作業軽減を実現し、

迅速かつ正確な業務遂行をサポートします。

㈱熊本計算センター

自治体様向け　Web霊園管理

Web霊園管理

自治体様の霊園管理業務をトータルサポートいたします。区画管理・使

用権者管理・許可証発行等の基本業務に加え、工事管理・収納管

理・滞納管理といった、管理業務のほぼ全てを網羅しています。

㈱青森共同計算センター

Revista児童相談

Revista児童相談

当事者データが一元管理され、関連する情報の検索や照会が容易にな

り、要対協等の協力団体からの照会へ迅速な対応が可能です。また、

ご担当者様間で共通して情報照会できるため、当事者のご担当者様が

不在の際でも他のご担当者様が対応できる体制を構築できます。

㈱フィデア情報総研

調査員の残業ゼロに貢献！MCWEL介護保険

訪問調査モバイルV2

MCWEL介護保険　訪問調査モバイルV2

高齢者の増加にともない、介護保険の認定調査件数も拡大の一途をた

どっています。「訪問調査モバイルV2」は認定調査項目を電子化し、タブ

レット端末で認定調査業務を効率化するシステムです。 介護保険課職

員様、調査員様の働き方改革をご支援します。

富士通Japan㈱

新型コロナ感染症対策ソリューション

（健康観察チャット、ワクチン証明・陰性証明）
新型コロナ感染症対策ソリューション

（健康観察チャット、V-CHAT、V-RESULT）

地域医療や地域経済を守るために集団感染の早期発見・早期対処が

行えます。また、ワクチン検査パッケージに対応したワクチン接種証明や陰

性結果証明で、地域振興と暮らしの安心を実現します。

富士通㈱

戸籍事務支援のための電子書籍AI検索サービス

MICJET 電子書籍AI検索サービス(仮称)

自然文や類義語の高度な検索が可能なAI検索エンジンで、戸籍関連専門

書籍で国内トップシェアの日本加除出版株式会社の電子書籍から、戸籍事

務に必要な文献および該当箇所を瞬時に検索します。職員様は膨大な書籍

の中から、手作業で過去事例を探す必要がなくなります。

富士通Japan㈱
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ご案内担当 お問い合わせ

◼ 富士通Japan株式会社
◼ 富士通株式会社

fjj-OnlineDays@cs.jp.fujitsu.com

FOD2022tenji_ver.9

富士通Japan Online Days 2022
運営事務局

富士通Japan株式会社

⚫ iCAD株式会社
⚫ アイ・ティ・エス株式会社
⚫ 株式会社 青森共同計算センター
⚫ 株式会社 インフォマート
⚫ 株式会社 内田洋行
⚫ 株式会社 HDC
⚫ エイデイケイ富士システム株式会社
⚫ エコー電子工業株式会社
⚫ 株式会社 FSK
⚫ 株式会社 エフコム
⚫ 株式会社 カイタックホールディングス
⚫ 北日本コンピューターサービス株式会社
⚫ 株式会社 熊本計算センター
⚫ 株式会社 コスモサミット
⚫ 株式会社 佐賀電算センター
⚫ 株式会社 さくらケーシーエス
⚫ 株式会社 システムズナカシマ
⚫ 株式会社 システムベース
⚫ Sky株式会社
⚫ 関彰商事株式会社
⚫ ソレキア株式会社
⚫ 大興電子通信株式会社
⚫ 都築電気株式会社
⚫ 株式会社 テクトロン

富士通Japanは、日本のために何ができるかを考え「日本を強くする会社」として、お客様や社会の課題を解決することで、
サステナブルな成長を支えてまいります。本イベントでは、日本が抱える多様な社会課題の解決や、イノベーションによる地域の
活性化に向けて、様々なビジネストレンドや地域からの事例をもとに、お客様が抱える課題解決に向け、より具体的な提案を
ご提供する場として、「富士通 Japan Online Days 2022」を開催いたします。皆様の新たなビジネスを創造する一助として
お役立ていただきたく、ぜひご活用賜りますようお願い申し上げます。

⚫ デジタルプロセス株式会社
⚫ 株式会社 ナブアシスト
⚫ 西日本オフィスメーション株式会社
⚫ 日本システム株式会社
⚫ ピープルソフトウェア株式会社
⚫ ひがし北海道3社の会（3社共同）

- 株式会社ズコーシャ
- 株式会社エイチ・シー・シー
- 株式会社 北見コンピューター・ビジネス

⚫ 株式会社 ヒミカ
⚫ ひろぎんITソリューションズ株式会社
⚫ 株式会社 フィデア情報総研
⚫ 株式会社 富士通四国インフォテック
⚫ 富士テレコム株式会社
⚫ 富士電機ITソリューション株式会社
⚫ 扶桑電通株式会社
⚫ 三谷産業株式会社
⚫ ミツイワ株式会社
⚫ 株式会社 両備システムズ
⚫ 株式会社 YE DIGITAL Kyushu
⚫ 株式会社 YCC情報システム

◼ FUJITSUソリューション祭り（九州）
◼ 富士通Japan トレンドセミナー（関西）

◼ 富士通ソリューションフェア（東北）
◼ FUJITSU Design Hokkaido（北海道）

ごあいさつ

お申し込み

オンライン展示 出展企業（五十音順）

協力

https://www.fujitsu.com/jp/fjj/onlinedays2022/

2月28日(月) 16:00までお申込み締切

・視聴方法につきましては、申込受付メールにてお知らせいたします。
・視聴サイトの推奨ブラウザについて（最新版でのご利用をお勧めいたします）

- Google Chrome - Microsoft Edge - Mozilla Firefox - Apple Safari
※ブラウザとOSの組合せにより、一部表示や機能がご利用になれない場合がございます。

mailto:fjj-OnlineDays@cs.jp.fujitsu.com
https://www.fujitsu.com/jp/fjj/onlinedays2022/

