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～新しい、明日へ。
富士通Ｊａｐａｎ始動！～

オンライン展示会
2020.

12.10

2021.

03.20

https://www.fujitsu.com/jp/fjj/solfesta2020/
お申込み締切（展示）

会期

3月20日(土) 12:00まで

ソリューション祭り2020

2020年12月10日 ～ 2021年3月20日
・第一弾（共通）｜2020年12月10日
ライブ配信セミナー
・第二弾（製造）｜2021年2月3日
同時開催中
・第三弾（流通）｜2021年2月18日

アーカイブ・
おすすめWebinar
公開中

主催

富士通Ｊａｐａｎ株式会社 中国支社・四国支社・九州支社

共催

富士通株式会社

協賛

ごあいさつ

富士通Japanは2020年10月1日に、富士通グループの社会における存在意義であるパーパス「イノベーションによって社会
に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていく」を国内サービス市場において具現化し、One Fujitsuとして取り組むべく、
発足いたしました。
当社は、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活性化、Society 5.0が目指す超スマートな社
会の実現を牽引するとともに、ニューノーマルへの対応などお客様に提供する価値を最大化し、持続可能な社会づくりに貢
献してまいります。
さて現在、新型コロナウイルスにより、社会はかつてないスピードおよび規模感で大幅な変化し、また変化を求められていま
す。この度、富士通Japanでは、中国・四国・九州支社3支社共同で、ニューノーマルの現状認識と地域のお客様が抱える
課題の解決に向け、より具体的なDX（デジタルトランスフォーメーション）をご提供する場として、「FUJITSU ソリューション祭り
2020」をオンライン開催することといたしました。
各種ソリューションを通じ、ICTで支える新スタイルをご提案いたしますので、お客様の新たなビジネス展開と「地域のこれから」
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。
富士通Ｊａｐａｎ株式会社

中国支社長

兼子 淳一

四国支社長

川上 耕一郎

九州支社長

井手口 敏

オンライン展示会場

オンライン
展示会

6カテゴリ47種のソリューション展示
Fujitsu/Intel協賛ブース

AI/IoT ブース

Work life shift ブース

（開催期間）

2020.12.10
▼
2021.03.20

製造 ブース

流通 ブース

業務共通 ブース

こちらのWebサイトよりお申し込みください（別途URLをご通知します）
※ライブイベントにお申込みいただいた方はオンライン展示会のお申し込みは不要です

https://www.fujitsu.com/jp/fjj/solfesta2020/

展示一覧
カテゴリ

展示名

商品名

FUJITSU / Intel

Fujitsu/Intel 協賛ブース ニューノーマルを支える富士通のITインフラ
① いつでもどこでも楽に持ち歩けるノートPC

FUJITSU PC LIFEBOOK

富士通㈱/インテル㈱

FUJITSU PC ESPRIMO

富士通㈱/インテル㈱

③ 富士通のハイパーコンバージドインフラ(HCI)

FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX

富士通㈱/インテル㈱

④ テレワークに最適な富士通イチオシのITインフラ

FUJITSU PC PRIMERGY
FUJITSU Storage ETERNUS

富士通㈱/インテル㈱

FUJITSU AI Zinrai TalkVisible

富士通㈱

FUJITSU Software LiveTalk

富士通㈱
㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

FUJITSU SYNCDOT GiziNote

富士通㈱

AI × 検査

AI×検査～AIで目視確認を効率化～

㈱システムズナカシマ

ソリューションのご紹介 ～リモート監視、IoT、AI、XR～

リモート監視、IoTプラットフォーム、AIソリューション、XR

九電ビジネスソリューションズ㈱

局地豪雨ソリューション 雨量観測システム EQROS（エクロス）

雨量観測システム EQROS（エクロス）

エコー電子工業㈱

ニューノーマル時代に最適なアプリ開発プラットフォーム

BaaS@rakuza

ピープルソフトウェア㈱

IoTで車両運行のコストを削減する車両管理システム

R-CarShare

㈱両備システムズ

1 ② ワークスタイルに合わせて、テレワーク環境に新たな価値をプラス

AI、IoT

会議録作成支援ソリューション ～AIを活⽤して会議録の作成を⽀援～

1

2

Teamsでリアルに近いコミュニケーション！ まるっとMicrosoft 365
安心安全なファイル共有を実現 ～テレワークに最適なクラウドストレージ～

Work Life Shift

1 次世代セキュリティの考え方『ゼロトラストセキュリティ』とは

FUJITSU Enterprise Application AZCLOUD SaaS
まるっと Microsoft 365
FUJITSU Cloud Service
AZCLOUD IaaS ファイルサーバ

富士通Japan㈱
富士通Japan㈱

ゼロトラストセキュリティ

富士通Japan㈱

注目！PCのデータレス化には 「Shadow Desktop」が最適！

Shadow Desktop

アップデータ㈱

AI予測の次世代型アンチウイルス ～未知のマルウェア検知率99％以上～

CylancePROTECT Managed Service for LanScope

エムオーテックス㈱

Withコロナ時代への非接触型・イベント来場者管理アプリ

QR名刺受付・イベント管理「MyConnectクラウド」

㈱佐賀電算センター

定義ファイル不要！テレワークにも適応！「新概念」のマルウェア対策製品

AppGuard

大興電子通信㈱

2 アフターコロナでセキュリティも変わる ～フィジカルセキュリティでコロナを攻略～

非接触静脈認証入退室システム（AuthGate）

富士通ネットワークソリューションズ㈱

サイバー攻撃の脅威に備える ~ペネトレーションテストを全てのお客様に~

SasaL(ササエル) AIペネトレーションテストサービス

扶桑電通㈱

受発注業務・請求業務の効率化 ～ペーパーレス化でリモートワークに対応～

クラウド型 Web-EDIサービス きっと e! DI2

㈱YE DIGITAL Kyushu

帳票入力業務の効率化 ~DynaEye 10 帳票OCR Entry～

DynaEye 10 帳票OCR Entry

富士通㈱/㈱PFU

3

ニューノーマル時代の経理業務
ニューノーマル時代の人事労務管理 ～最初に取り組むべき９つの事～
ニューノーマル時代の販売管理業務
COLMINA ～製造業のものづくりDXを加速～

製 造

1

マスカスタマイゼーション実現を支援する統合部品表システム
製造業のためのハイ・レスポンスVirtual Reality
300万部品0.2秒の世界 世界最速3次元CAD iCAD SX
GLOVIA iZ生産 PRONES GX/GX HYBRID

2 画像認識と作業指示の連動でポカミスを防ぐ！

FUJITSU Enterprise Application
GLOVIA iZ 会計
FUJITSU Enterprise Application
GLOVIA iZ 人事給与
FUJITSU Enterprise Application
GLOVIA iZ 販売
COLMINA全般
FUJITSU Manufacturing Industry Solution
COLMINA 技術情報管理 部品表
FUJITSU Manufacturing Industry Solution
COLMINA デジタル生産準備 VPS Xphere
FUJITSU Manufacturing Industry Solution
COLMINA 設計製造支援 iCAD SX
FUJITSU Enterprise Application
GLOVIA iZ 生産

富士通Japan㈱
富士通Japan㈱
富士通Japan㈱
富士通㈱
富士通㈱
デジタルプロセス㈱
iCAD㈱
富士通Japan㈱

作業支援カメラシステム RICOH SC-10シリーズ

リコージャパン㈱

計測機器管理システム ~管理工数を削減、工場の働き方改革をサポート~

Ace.FaciStation(エース・ファシステーション)

㈱九州テン

リテールビジネスのデジタルシフトに向けた富士通のソリューション展開

FUJITSU Retail Solution Brainforce

富士通㈱

スモールスタートから始めるeコマースビジネス

FUJITSU Business Application SNAPEC-EX Lite

富士通㈱

Food Safetyソリューション

ソレキア㈱/富士電機ITソリューション㈱

食品トレーサビリティシステム Trace eye FOOD-Pro

㈱サトー

食品小売業向け HACCP CLOUD

㈱サトー

HACCPクリエータ

㈱サン・プラニング・システムズ

DX時代の物流デジタルソリューション

現場改善コンサルティング・物流情報端末・物流DXサービス

㈱富士通アドバンストエンジニアリング

創業72年の製造販売を行う和菓子屋との共同開発！ 老舗のノウハウ満載

小売業向け総合POS「D-Pos」システム

㈱システムタイズ

入出荷検品在庫管理システム『LogiLite』

西日本オフィスメーション㈱

LPG販売管理システム ～DOCTOR LPG V6～

DOCTOR LPG V6

㈱ネットワークシステム

食品製造業向け 原価管理ソリューション 「QsConnect原価」

QsConnect原価

㈱富士通九州システムズ

必要な機能を厳選し「わかりやすい」を追求した分析ツール

データ分析ツール ～Linxgete～

日本システム㈱

現地画像 閲覧システム「My Map(マイマップ)」

㈱ニュージャパンナレッジ

手配職人

ミツイワ㈱

1

流 通

食品衛生法改正によるHACCP制度化の必須事項

2 倉庫内作業の効率化と標準化が安価に実現可能

業務共通

出展企業
富士通㈱/インテル㈱

1 「MyMap」を利用した点検業務の効率化
リアルタイムディスパッチシステム 手配職人 ～今最適な人を自動で手配～

FUJITSUソリューション祭り2020

オンライン展示会

Fujitsu/Intel協賛ブース
Fujitsu/Intel 協賛ブース
ニューノーマルを支える富士通のITインフラ
今、ニューノーマルの時代に向けて、ビジネスの姿の再構想が求められ
ています。デジタルトランスフォーメーションや働き方改革を実現するため
の、PC,シンクライアント,ハイパーコンバージドインフラ(HCI)など、富士通が
提案するITインフラをご紹介します。

富士通㈱／インテル㈱
いつでもどこでも楽に持ち歩けるノートPC

いつでもどこでも

楽に持ち歩けるノートPC

FUJITSU PC LIFEBOOK
場所や時間にとらわれない働き方を実践するためには、業務で素早く利用でき
る端末が重要です。「LIFEBOOK U9310」は超軽量薄型ながら頑丈設計のた
め、安心して持ち運ぶことができます。また、不正利用対策・情報漏洩対策等
のセキュリティ機能も充実しています。

富士通㈱／インテル㈱
ワークスタイルに合わせて、
テレワーク環境に新たな価値をプラス

ワークスタイルに合わせて、
テレワーク環境に新たな価値をプラス

FUJITSU PC ESPRIMO

自宅/サテライトオフィス/事務所など働く場所が多様化する中で事務所と同
じ環境で効率よく業務を行うためには、PCを含む環境整備がもっとも重要な
ポイントになります。ワークスタイルに合わせた最適なPCに、もっと快適で、安
全,便利をプラスすることで最適なテレワーク環境を実現します。

富士通㈱／インテル㈱
富士通のハイパーコンバージドインフラ(HCI)
FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX

富士通のHCI PRIMEFLEXは、ストレージをサーバに統合することでシンプ
ルな構成を実現しました。シンプルで手軽な次世代プラットフォームとし
て、お客様の経営環境の変化に合わせた、簡単・柔軟なインフラ運用
を可能とし、投資の最適化を実現します。

富士通㈱／インテル㈱
テレワークに最適な富士通イチオシのITインフラ
FUJITSU PC PRIMERGY
FUJITSU Storage ETERNUS

急速かつ強制的に進んだテレワークは、働き方改革の最善手の一つで
す。セキュアで多様な業務スタイルを実現するVDI(仮想デスクトップ)を
検討してみませんか？ VDIに最適なパソコンやプラットフォーム、また構
築作業の効率化や接触時間を削減するサービスをご紹介します。

富士通㈱／インテル㈱

富士通のハイパーコンバージド
インフラストラクチャー(HCI)

FUJITSUソリューション祭り2020

オンライン展示会

AI・IoT ブース No.1
会議録作成支援ソリューション①
〜AIを活⽤して会議録の作成を⽀援〜

会議録作成支援ソリューション②
〜AIを活⽤して会議録の作成を⽀援〜

FUJITSU AI Zinrai TalkVisible

FUJITSU Software LiveTalk

AIを活用して会議録の作成を支援する3製品をご紹介します。
TalkVisibleは、会議の録音データをAIサーバが解析、テキスト化し、専
用のエディタで会議録を作成します。

LiveTalkは発話者の発言を音声認識し、即座にテキスト化・翻訳する
ことで、発言内容を複数端末にリアルタイムでテキスト表示・翻訳が可
能です。

富士通㈱

富士通㈱／㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

会議録作成支援ソリューション③
〜AIを活⽤して会議録の作成を⽀援〜

AI×検査

FUJITSU SYNCDOT GiziNote

AI×検査 ～AIで目視確認を効率化～

「AI×検査」は、⼈が目視で行う外観検査や異物混⼊などの確認をAI
GiziNoteでは、テキスト化された会議の発話内容を、AIが要約やタグ付 が代わりに⾏うソリューションです。画像内から特定の対象物を⾒つけ、
けを行い、関係者間でタスクの共有と進捗状況の管理が可能です。
種類、位置、サイズを識別することで製品の外観検査や、数量のカウン
トに活⽤でき検査に掛かる時間とコストを削減できます

富士通㈱

㈱システムズナカシマ
ソリューションのご紹介
〜リモート監視、IoT、AI、XR〜
リモート監視、IoTプラットフォーム、AIソリューション、XR

九電ビジネスソリューションズはAI・IoT・XRなどの技術を活用し新たな価
値の創造に取り組んでいます。今回はリモート監視、IoTプラットフォー
ム、AIソリューション、XRなど当社ソリューションの一部をご紹介します。

九電ビジネスソリューションズ㈱

AI・IoT ブース No.2
局地豪雨ソリューション雨量観測システム EQROS
（エクロス）

ニューノーマル時代に最適なアプリ開発プラットフォーム

雨量観測システム EQROS（エクロス）

BaaS@rakuza

IOT技術を活用し、クラウド利用により簡単に設置できる低コストの雨量
観測システムを提供いたします。昨今の集中豪雨災害を教訓とした局
地豪雨ソリューションです。地域防災の安心・安全にお役に立てるサー
ビスです。

ウィズコロナだけではなく、アフターコロナを見据えたサービス整備の為、
安価に、早く、多機能で提供する為のアプリ開発プラットフォーム
「BaaS@rakuza」を使ったニューノーマル時代の体験型サービス業のあり
方を、事例を交えながらご紹介します。

エコー電子工業㈱

ピープルソフトウェア㈱

IoTで車両運行のコストを削減する
車両管理システム
R-CarShare

社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。IoTセンサーを車両へ取り付けることで、帰着遅延の自動予測や車
両稼働率の可視化を行い、社内の適正車両台数を見積もることがで
きます。

㈱両備システムズ

FUJITSUソリューション祭り2020

オンライン展示会

Work life shift ブース No.1
Teamsでリアルに近いコミュニケーション！
まるっとMicrosoft 365
FUJITSU Enterprise Application AZCLOUD SaaS
まるっと Microsoft 365

まるっとMicrosoft 365はMicrosoft 365の機能はそのままに月額払いで
提供しており、マイクロソフトが提供する最新のグループウェア製品と
Office アプリケーションを組み合わせたビジネス向けのクラウドサービスで
す。

富士通Japan㈱
安心安全なファイル共有を実現
〜テレワークに最適なクラウドストレージ〜

次世代セキュリティの考え方
『ゼロトラストセキュリティ』とは

FUJITSU Cloud Service
AZCLOUD IaaS ファイルサーバ

ゼロトラストセキュリティ

AZCLOUD ファイルサーバは時代のニーズに合わせて成長を続ける高機
能なクラウドファイルストレージです。いつでもどこでも安全かつ確実に、
ファイル共有、管理、アクセス、保存が可能となり、10ID/100GB 月額
5000円からスタート可能です。

昨今のテレワーク拡大に伴うVPN接続の急激や、クラウドサービスの利
用増加に伴うインターネットアクセスの増加、またサイバー攻撃者による
巧妙な標的型攻撃などを背景にゼロトラストセキュリティという新たな考
え方が注目されております。

富士通Japan㈱

富士通Japan㈱

注目！PCのデータレス化には
「Shadow Desktop」が最適！

AI予測の次世代型アンチウイルス
〜未知のマルウェア検知率99％以上〜

Shadow Desktop

CylancePROTECT Managed Service for LanScope

PCの持ち出しがデフォルトになったいま、Fat PCのセキュリティをどうするか
が課題になっている企業が増加しています。働き方改革、ワークライフシ
フト、テレワーク等の実現には欠かせない持ち出しPCに必須のソリュー
ションをご紹介します。

「Emotet」に代表される甚大な被害をもたらしたマルウェアも、世界で発
見されるより平均25ヶ月前のエンジンで検知できる実績を持つ本ソ
リューション。世界の大手企業や日本国内の官公庁、金融機関などで
も導入実績多数。是非この機会にご体験ください。

アップデータ㈱

エムオーテックス㈱

おすすめセミナー

ニューノーマル時代の人事労務管理 〜最初に取り組むべき９つの「コト」〜
オンラインセミナー（全４回）
＜お申し込みURL＞

http://www.fjm.fujitsu.com/events/web210210/ (受付期間:1/18～各開催日2営業日前まで)

※人事総務部門が最初に取り組むべき９つの「コト」をテーマに、４回に分けて開催いたします！
開催日時

アジェンダ

第1回

2月10日（水）

13:00

第2回

2月26日（金）

10:00

第3回

3月5日（金）

10:00

第4回

3月12日（金）

10:00

ニューノーマル時代におけるFJJでの実践事例と、
９つの「コト」セミナー見どころ解説（仮）
コロナ禍における新たなワークスタイル

・社員の出社頻度を最小化するペーパーレス化の徹底
・テレワーク時の隠れ残業の抑制
・テレワーク時の仕事の見える化

コロナから従業員を守るために

・テレワーク時の体調管理（安否確認） ・テレワーク時の心の健康管理
・三密防止のための出社人数制御(＋オフィス内の感染防止)

コロナ禍をきっかけとした新しいマネジメントについて
・多様化する働き方に対応した人事情報整備

・社員のエンゲージメント向上

FUJITSUソリューション祭り2020
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Work life shift ブース No.2
Withコロナ時代への
非接触型・イベント来場者管理アプリ

定義ファイル不要！テレワークにも適応！
「新概念」のマルウェア対策製品

QR名刺受付・イベント管理「MyConnectクラウド」

AppGuard

「My Connectクラウド」は、イベント事業者向けの来場者管理クラウドサービスで
す。非接触での来場者受付や来場者へのメール配信ができるコロナ感染症対
策に対応したサービスです。また、利用シーンに応じたQRコード付きの名刺（最
大5パターン）を無料で印刷できます。

米政府機関で20年以上破られていない実績を持つマルウェア対策製
品です。「AI型」や「振舞検知」のような過検知もなく、侵入されても感
染しないため、EDRのような運用負荷もありません。高セキュリティかつ
運用負荷軽減を実現する仕組みをご紹介します。

㈱佐賀電算センター

大興電子通信㈱

アフターコロナでセキュリティも変わる
〜フィジカルセキュリティでコロナを攻略〜

サイバー攻撃の脅威に備える
~ペネトレーションテストを全てのお客様に~

非接触静脈認証入退室システム（AuthGate）

SasaL(ササエル) AIペネトレーションテストサービス

今年は、アフターコロナで『非接触』のニーズが高まり、『手のひらだけの
認証』が様々な利用シーンに適用できます。情報セキュリティ事故の多
くは、フィジカルセキュリティが原因です。世界最高水準の認証精度で
入退管理を提供します。

【AI×クラウド】膨大な診断実績を学習したAI、160台以上のクラウドマシ
ンが、「品質」「スピード」「コスト競争力」を兼ね備えたペネトレーションテ
ストを実現します。世界中で猛威を振るうサイバー攻撃に備えるために
も、世界基準の診断を是非ご体験下さい。

富士通ネットワークソリューションズ㈱

扶桑電通㈱
受発注業務・請求業務の効率化
〜ペーパーレス化でリモートワークに対応〜
クラウド型 Web-EDIサービス きっと e! DI2

受発注業務・請求業務を効率化するWeb-EDIサービスです。電話・
FAXなど人手作業をシステム化することで、効率化とスピード向上につな
がります。また取引先に合わせて帳票など自由にレイアウトができ海外
取引にも対応で、ニューノーマルな働き方を実現します

㈱YE DIGITAL Kyushu

Work life shift ブース No.3
帳票入力業務の効率化
~DynaEye 10 帳票OCR Entry〜

ニューノーマル時代の経理業務

DynaEye 10 帳票OCR Entry

FUJITSU Enterprise Application
GLOVIA iZ 会計

高精度な文字認識で業務効率化を実現するOCRソフトウェアです。帳票のデータ入
力業務の効率化を実現し、活字・手書き文字からバーコードまで高精度にデータ化
します。AI日本語手書きOCR機能により、フリーピッチ手書き文字を高精度に認識で
き帳票入力業務の効率化を実現できます。

新型コロナウイルスや自然災害にも強い経理部のシステムとは何か。平
常時の働き方改革へも貢献できるニューノーマルな経理部門のシステ
ムをご紹介します。

富士通㈱／㈱PFU

富士通Japan㈱

ニューノーマル時代の人事労務管理
〜最初に取り組むべき９つの事〜

ニューノーマル時代の販売管理業務

FUJITSU Enterprise Application
GLOVIA iZ 人事給与

FUJITSU Enterprise Application
GLOVIA iZ 販売／GLOVIA きらら 販売

今、社員と組織の安全を確保しながら生産性を向上させるために、人
事総務部門が打つべき一手は何か。富士通Japanは、ニューノーマル
時代の人事労務管理のあるべき姿を考え、取り組むべき「コト」を整理
し、ご提案します。

感染症や自然災害対策において、増加したテレワーク業務。しかしな
がらリモートワーク時に「基幹システムが使えない」といった声をよく聞きま
す。富士通Japanは、シンクライアントに対応できる販売管理システムを
ご提案します。

富士通Japan㈱

富士通Japan㈱

FUJITSUソリューション祭り2020
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製造 ブース No.1
COLMINA
〜製造業のものづくりDXを加速〜

マスカスタマイゼーション実現を支援する
統合部品表システム

COLMINA全般

FUJITSU Manufacturing Industry Solution
COLMINA 技術情報管理 部品表

製造業のものづくりDXを加速するためのソリューション / テクノロジーを
COLMINAとして事業ブランドを再編しました。これまで提供してきた60以
上のものづくりソリューションを、COLMINAにリブランディングし、ものづくり
の変革を実現します。

ものづくりに必要な図面、部品表、ドキュメントを一元管理することで設計の効
率化や品質向上を図るシステムです。量産用、個別受注用の部品表を共存さ
せたり、工程設計や調達など目的別の部品表を持たせて情報の一気通貫を図
ることで効率的なモノづくりをご支援します。

富士通㈱

富士通㈱

製造業のためのハイ・レスポンスVirtual Reality

300万部品0.2秒の世界
世界最速3次元CAD iCAD SX

FUJITSU Manufacturing Industry Solution
COLMINA デジタル生産準備 VPS Xphere

FUJITSU Manufacturing Industry Solution
COLMINA 設計製造支援 iCAD SX

Xphere（クロスフィア）は、大規模製品でもVR空間に没入できるハイ・
レスポンスVRシステムです。人に関わる作業性の検討をリアルスケール
のVR空間で、実機と同じ感覚で体験することで、品質の早期作り込
み、リードタイムの短縮・コスト削減を実現します。

300万部品を0.2秒で処理する世界最速の3次元CAD、iCAD SXが実
現する、「設計情報を活用したデジタル立会い」、「メカ・電気・制御の
融合設計」を実機デモを交えながらご紹介しています。

デジタルプロセス㈱

iCAD㈱

製造業様向けバーチャル展示会
〜製造業様におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)〜

期間：2020.12.01~2021.03.31

・製造向け特別講演
・バーチャル展示が多数ご覧いただけます！
＜お申し込みURL＞
https://ict-mikata.fjm.fujitsu.com/virtualexhibition_mfg_entry.html

P.11詳細掲載

製造 ブース No.2
GLOVIA iZ生産 PRONES GX/GX HYBRID

画像認識と作業指示の連動でポカミスを防ぐ！

FUJITSU Enterprise Application
GLOVIA iZ 生産

作業支援カメラシステム RICOH SC-10シリーズ

多様な生産形態・マスカスタマイゼーション対応に加え、適切な経営意
思決定を可能にする原価情報・損益情報を提供できる生産管理ソ
リューションです。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。

RICOH SC-10Aは、パターンマッチングにより、類似部品や欠品、作業順
序などの組み立て状況を作業途中に自動でチェック。部品のシリアルナ
ンバーや作業時間などの実績や作業結果の画像を記録できるため、作
業分析やトレーサビリティーにも活用できます。

富士通Japan㈱

リコージャパン㈱

計測機器管理システム
~管理工数を削減、工場の働き方改革をサポート~
Ace.FaciStation (エース・ファシステーション)

工場などで使用している各種計測機器をシステムで一元管理すること
で管理業務の効率化、管理者の業務不可削減が期待できます。購
入～廃棄までのライフサイクルをはじめ、日常点検・持出/返却・棚卸と
いった各種運用管理をサポートします。

㈱九州テン

FUJITSUソリューション祭り2020
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流通 ブース No.1
リテールビジネスのデジタルシフトに向けた
富士通のソリューション展開

スモールスタートから始めるeコマースビジネス

FUJITSU Retail Solution Brainforce

FUJITSU Business Application SNAPEC-EX Lite

業務効率化やDXを推進し、消費者はオンラインとオフラインを融合した
便利な買い物ができる新シリーズ「Brainforce（ブレインフォース）」

スモールスタートから始めるeコマースビジネス「SNAPEC-EX Lite」

富士通㈱

富士通㈱

食品衛生法改正によるHACCP制度化の
必須事項①

食品衛生法改正によるHACCP制度化の
必須事項②

Food Safetyソリューション

食品トレーサビリティシステム Trace eye FOOD-Pro

不審者侵入防止・異物混入防止・感染症対策の「フードディフェンスソ
原材料入荷から製品出荷まで工場内のモノの動きをトータル管理し、
リューション」と、手書き台帳の電子化・登録の自動化の「ＨＡＣＣＰ
経営課題となる食品事故防止、トレーサビリティ構築、属人化解消を
管理支援ソリューション」の、現場及び管理者を支援するトータルシステ
強力にサポートします。
ムを提供します。

ソレキア㈱／富士電機ITソリューション㈱

㈱サトー

食品衛生法改正によるHACCP制度化の
必須事項③

食品衛生法改正によるHACCP制度化の
必須事項④

食品小売業向け HACCP CLOUD

HACCPクリエータ

2018年6月の食品衛生法改正により、小売を含むすべての食品等事
業者は、HACCPに沿った食品衛生管理の実施が求められます。サトー
が提供するHACCPCLOUDにより、小売店の衛生管理を、人手をかける
ことなく効率的かつ確実に実施することが可能です

HACCPクリエータはフローダイアグラムの作成・修正における圧倒的な生
産性と、ハザード分析表・HACCPプランの自動出力・取込機能により、
HACCP文書の作成・維持管理工数を大幅に削減する唯一のHACCP文
書化専門ツールです。

㈱サトー

㈱サン・プラニング・システムズ

流通 ブース No.2
DX時代の物流デジタルソリューション

創業72年の製造販売を行う和菓子屋との共同開発！
老舗のノウハウ満載

現場改善コンサルティング／物流情報端末／物流DXサービス

小売業向け総合POS「D-Pos」システム

小売業向けのPOSレジ機能を中心とした総合支援のクラウドシステムに
物流現場改善の為には、適切な物量分析・レイアウト・現場運用設計
なります。多品目からセット商品の取り扱い、キャンペーン商品の予約
と機器選定が不可欠です。お客様の課題を解決する、「現場改善コン
管理まで、ABC分析機能。老舗のノウハウを共同開発で取り込んだ総
サル」「物流情報端末」「物流DXサービス」についてご紹介します。
合POSシステムになります。

㈱富士通アドバンストエンジニアリング

㈱システムタイズ

FUJITSUソリューション祭り2020
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倉庫内作業の効率化と標準化が安価に実現可能
入出荷検品在庫管理システム『LogiLite』

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。また、WebAPI方式により、様々なソリューションとの連携が可能になり、貴社の業
務効率化を強力にサポートします。

西日本オフィスメーション㈱
LPG販売管理システム
〜DOCTOR LPG V6〜

食品製造業向け 原価管理ソリューション
「QsConnect原価」

DOCTOR LPG V6

QsConnect原価

検針・配送・保安業務の効率化が図れます。平成29年6月施工の新
液石法にも対応しており、料金の透明化・軽減税率にも標準で運用
できます。また、コンビニ収納・カード決済等のオプションも充実していま
す。

日毎の生産・消費実績と工数を入力するだけで材料費を積算し、労
務費と経費を配賦することで実際原価計算をできる、食品製造業様
向け原価管理ソリューションです。また、生産計画・発注計画・生産指
示などの生産管理機能も装備しています

㈱ネットワークシステム

㈱富士通九州システムズ

業務共通 ブース
必要な機能を厳選し「わかりやすい」を追求した
分析ツール
データ分析ツール ～Linxgete～

「わかりやすい」を追求した分析ツールです。お使いのデータをわかりやす
く分析するために、必要な機能を厳選し、シンプルで使いやすい操作性
を実現しました。スマートデバイスで分析業務をより効率的に行い、意
思決定の判断材料をすぐに導き出します。

日本システム㈱
「MyMap」を利用した点検業務の効率化

リアルタイムディスパッチシステム 手配職人
〜今最適な人を自動で手配〜

現地画像 閲覧システム「My Map(マイマップ)」

手配職人

「My Map」はスマホやタブレット端末を用いて設備や施設などの現地で
撮影した画像をクラウドサーバーにアップロードすることにより作業者の帰
社を待つことなく事務所側（管理監督者側）にて並行して現況の確
認・支援や画像の活用を可能とするサービスです。

『手配職人』は手配業務担当者のノウハウをシステム化。手配業務の
負担を最小限にし、自社の限られた人材を最大限活用することが可能
になります。

㈱ニュージャパンナレッジ

ミツイワ㈱

https://www.fujitsu.com/jp/group/fjm/business/mikata/

ICTのmikata

検索

こちらも是非ご来場ください

経営者、生産技術部門、製造・設計部門、情報システム部門様必見!

製造業向け バーチャル展示会
〜DXをスタート・加速させるヒントがここに〜

12 1

2020年
申込

月

火）～ 2021年3月31日（水）

日（

https://ict-mikata.fjm.fujitsu.com/virtualexhibition_mfg_entry.html

参加対象

経営者、生産技術部門、製造・設計部門、情報システム部門様

開催方法

Webオンライン

申込〆切
3月30日（火）

（お申込み完了後、当社よりお客様のメールアドレス宛、申込後１営業日以内に展示会URLをお送りします。）

特別講演（〜1月末）

主催

富士通Ｊａｐａｎ株式会社

共催

富士通株式会社

受講
無料

製造業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)

昨今のコロナ禍の事態において、製造業においてもさらに様々な変革がもとめられてきます。また、IoTやAIなどの先進技術の導入
によるデジタル化の波も押し寄せてきています。様々な課題の対策・解決策となるICTをお客様の状況に合わせて富士通Japanが
ご提案いたします。

１ ビジネスの価値基準を転換するDX ～競争力を生み出すデジタルの力～

30min

２ 富士通の考える ものづくりDXの実現に向けて ～ものづくりデジタルプレイスCOLMINA～

20min

3 DX適用事例、デジタル革新プログラム ～製造業におけるDX実現に向けた具体策のご提案～

20min

SCＭ業務見直し 業務効率化
展示ソリューション

バーチャル展示会

PROFOURS
Asprova
GLOVIA iZ生産 PRONES
GLOVIA iZ経営
COLMINA MES

概 要
計画管理系業務の作業効率向上・精度向上を実現
「計画通りに、無駄無く、効率良く」現場のニーズにお応えできます
基幹系業務を改革し、成長を加速・継続させる生産管理システム
全社情報を一元化して良質な経営情報を見れます
作業指図から製造の着手・製品の完了実績までの業務をカバーしています

スマートファクトリー・PLM
展示ソリューション
COLMINA エッジプラットフォーム
COLMINA ものづくりエキスパートサービス
COLMINA 画像認識アルゴリズム自動生成
COLMINA Sequence Planning Optimization
COLMINA 音響・振動分析ソリューション
AnimoWeveBase
COLMINA Factory Flow Viewer
COLMINA技術情報管理 部品表
COLMINA デジタル生産準備 VPS GP4
OTRS
COLMINA 工場最適化ダッシュボード

セミナー内容に関する
お問い合わせ先

概 要
工場などで発生・生成されるデータを収集でき、ビッグデータ基盤にデータを蓄積できます
ものづくりの現場で培った実践的な技術や知見を有するエキスパートが、
富士通の持つICT技術を活用し、お客様のものづくりを支援します
工程で利用できる画像認識アルゴリズムを自動生成します
生産順序を算出するシミュレーションと最適化を兼ね備えた工場運営を最適化します
音響/振動データを収集し、AIで解析・診断します
生産計画値や実績値、設備稼働状況を収集・管理し、生産状況や設備状態の見える化を行います
部品表（BOM）を中心とした製品情報管理を行うシステム/ソリューションです
仮想試作機上で組立性検討を行い、生産準備業務のフロントローディング、品質向上と効率化を実現します
生産現場における作業の効率化や業務改善をすすめるソリューションです
ものづくりの状態を正確に把握、全体最適に向けたQCD向上につながります

富士通Japan株式会社

産業ビジネス本部 産業プロモーション部
g01-abook-007638-all@dl.jp.fujitsu.com

お申し込みURL

https://www.fujitsu.com/jp/fjj/solfesta2020/
お申込み締切

3月20日(土) 12:00まで

ソリューション祭り2020

▼全体スケジュール（予定）

12月10日【終了】

2月3日

2月18日

ライブセミナー

第一弾 プロローグ

第二弾 製造Day

第三弾 流通Day

オンライン展示会

2020年12月10日 ～ 2021年3月20日

アーカイブ・おすすめWebinar

2020年12月21日より、順次公開

好評につき
期間延長

参加者特典（抽選）

ぜひ、オンライン展示会をご覧いただき、アンケートにご協力ください。
アンケートにご協力頂いたお客様には、抽選で記念品を進呈致します。
▼展示アンケートはこちら↓
https://ict-mikata.fjm.fujitsu.com/
seminar_questionnaire_form.html?seminar=326992

オンライン展示 出展企業（五十音順）
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

iCAD株式会社
アップデータ株式会社
エコー電子工業株式会社
エムオーテックス株式会社
株式会社九州テン
九電ビジネスソリューションズ株式会社
株式会社佐賀電算センター
株式会社サトー
株式会社サン・プラニング・ システムズ
株式会社システムズナカシマ
株式会社システムタイズ
ソレキア株式会社
大興電子通信株式会社
デジタルプロセス株式会社
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

※出展内容は、順次上記サイトでご案内いたします
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

株式会社ニュージャパンナレッジ
株式会社ネットワークシステム
株式会社PFU
ピープルソフトウェア株式会社
株式会社富士通アドバンストエンジニアリング
株式会社富士通九州システムズ
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
富士電機ITソリューション株式会社
扶桑電通株式会社
ミツイワ株式会社
リコージャパン株式会社
株式会社両備システムズ
株式会社YE DIGITAL Kyushu

◼ 富士通Japan株式会社
◼ 富士通株式会社

協賛企業

※ 掲載されている内容は、予告なく今後変更される場合があります。 また、掲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
FUJITSUソリューション祭り2020
運営事務局
西日本BP推進部
〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター
TEL：092-472-4019 Mail：fjj-westbp_event@dl.jp.fujitsu.com
SolutionFesta_2020_ver.0118

