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〔ライブ配信セミナー〕

第一弾（共通）｜2020年12月10日
第ニ弾（製造）｜2021年2月3日
第三弾（流通）｜2021年2月18日

〔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・Webinar〕2020年12月21日 より順次公開
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

Thu

in Hiroshima

～新しい、明日へ。
富士通Ｊａｐａｎ始動！～

第二弾｜製造Day

Wed

FUJITSU
富士通
ソリューション祭り
ソリューション
2020
フェア
オンライン

セミナー｜ライブ
コロナ禍の中、社会全体のデジタル化の動きが活発化しています。
行政は縦割り思考の解消やデジタル庁の新設などを目指しており、民間企業ではテレワークを含めた働き方改革、
連携による新産業創造、サプライチェーンや現場オペレーションの最適化などをデジタル技術を用いて事業を変革する
ことにチャレンジしています。
今回は、とりわけ大きな変化にさらされている製造・物流・小売の業界に焦点を当て、デジタルトランスフォーメーション
（DX：Digital Transformation）を実現するヒントを得ることができるオンラインイベントにしました。
是非、製造Day、流通（物流・小売）Dayにご参加ください。

第二弾｜製造Day
オープニングセッション

2021年

13:40▶14:00

製造Dayの見どころ紹介

2月3日

など

キーセッション（座談会） 14:00▶15:00

製造テックＪＡＰＡＮの未来
～デジタル時代の産業維新

変革の現場をオンライン配信～

株式会社ミスミグループ本社

トヨタ自動車九州株式会社

常務執行役員 兼 ID企業体社長

次世代事業室 主幹
GarrawayF ビジネスプロデューサー

吉田 光伸 氏

植野 直亮 氏

日本電信電話㈱（NTT）へ入社後、日本オラクル㈱を経て、2008年から㈱ミス
ミグループ本社へ参画。事業責任者として国内事業の再構築・中国事業の成長加
速を経て、ミスミグループ内の新規事業である「meviy（メヴィー）」の立ち上げに従
事。2018年よりmeviy事業を展開するID企業体を設立、企業体社長に就任。
製造業のDXを推進する革新的なものづくりプラットフォームとしてmeviyの成長を牽
引。インターネット黎明期から一貫して「デジタル」を活用した数多くの新事業の立ち
上げ、事業責任者としての経歴・実績を持つ。
富士通株式会社

ＣＯＬＭＩＮＡ事業本部

100 年に一度の大変革の中、ものづくりの革新や新事業創造など新たな価値
提案を創出する次世代事業室を立ち上げる。「さらに笑顔になれる未来づくり」
のため、多様な業種・業界の方々とオープン＆スピーディに仲間づくりを図り、
創造をカタチにする「現場」としてコワーキングスペース「GarrawayF」を開設し、
協働協創を実践中。

ものづくりソリューション事業部長

小林 泰山

2000年富士通入社。ストレージ・半導体・バイオ・防衛・光通信など、富士通グループ製品の生産技術開発に従事。2013年より、スマートものづく
りの企画・開発に従事。2017年より、COLMINAの企画・開発に従事。ORiN協議会、 Edgecrossコンソーシアム、RRIなど各種団体にも参画。

インターバルセッション

15:00▶15:20

セミナーセッション

15:20▶16:20

展示見どころ紹介（製造ブース）

など

富士通アイ・ネットワークシステムズ㈱（山梨工場）における
「工場全体のデジタル化」スマートファクトリー実現に向けた取り組み
～スマートファクトリーを実現するCOLMINAソリューション・サービス～
富士通アイ・ネットワークシステムズ㈱山梨工場では、製造現場の改善を起点とし、工場全体のデジタル化を展開し、DX化を進めて
います。2015年から本格的に取り組んできた様々な事例、自動実装工程のチョコ停・ドカ停対策、組立工程の異常の見える化、製品
ラベル貼付け作業の改善、電子部品保管棚の温湿度管理、CO2濃度管理をご紹介します。併せて、富士通のグループ工場での実践を通
して得たスマートファクトリー推進の重要ポイント、お客様のスマートファクトリーの実現を支えるCOLMINAのソリューション・
サービスについてもご紹介いたします。
富士通アイ・ネットワークシステムズ株式会社
DX推進室
室長代理

富士通株式会社
ＣＯＬＭＩＮＡ事業本部
ものづくりソリューション事業部
シニアディレクター

武井 尚也

中島 裕司

セミナー｜ライブ
（座談会ナビゲーター）

一般社団法人 日本デジタルトランスフォーメーション推進協会
代表理事

森戸 裕一 氏

2002年にナレッジネットワークを福岡で起業。企業や行政機関主催の講演やセミナー、社員研修など、年間 200 回を超える登壇依頼をうけ、創業以
来 3000 回以上の登壇実績を更新中。 2010年には全国47都道府県の自治体・公的団体の地域情報化支援、成長企業のICT導入支援を行う
ために一般社団法人日本中小企業情報化支援協議会（現一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会）を設立。 2016 年から
総務省地域情報化アドバイザー、 2017 年から内閣官房シェアリングエコノミー伝道師としても活動し、この10月、一般社団法人シェアリングエコノミー
協会 九州支部を立ち上げ、支部長に就任。サイバー大学教授、名古屋大学・熊本大学大学院客員教授でもあり、次世代人材育成にも注力する。

2月18日

第三弾｜流通Day
オープニングセッション

2021年

13:40▶14:00

流通Dayの見どころ紹介

など

キーセッション（座談会） 14:00▶15:00

流通テックＪＡＰＡＮの未来
～デジタル時代の流通革命 次世代流通の事例をオンライン配信～
株式会社ネバーマイル

ＪＲ九州リテール株式会社

代表取締役CEO

取締役常務執行役員

株式会社ホームロジスティクス
CIO

深作 康太 氏

鐘ヶ江 理恵 氏

2008年近鉄エクスプレスに入社後、システム部門でグローバルシステムの開発から
運用まで担当。2012年フューチャーアーキテクトへ入社し、物流関連を中心に戦
略策定〜システム導入まで幅広く担当。2017年からホームロジスティクスのCIOに
就任。ニトリグループ物流領域の全面デジタル化、およびオートメーションのプロジェ
クトを推進。2019年には新規事業の立ち上げを牽引。現在は外部企業との物
流の協業や、DX領域の最適化も担当。2020年株式会社ネバーマイルを設立

富士通Ｊａｐａｎ株式会社

1997年にJR九州に入社。財務、経営企画（新規事業、グループ会社経営管
理）を担当後、2018年からJR九州リテール株式会社へ出向。
取締役常務執行役員として博多銘品蔵博多口店のプレミアムコーナーの新設、
地域のストーリーある商品の発掘など新たな挑戦を続けている。

流通ビジネス本部 流通ビジネス推進統括部

エキスパート

野村 和男

富士通にて30年以上に渡り、流通業を担当。全国の小売ビジネスの商談支援に従事。システムのあるべき姿や業務システム単位での提案、また流
通業向けセミナー講師として活動。経済産業省や流通システム開発センターでの活動等、業界対応へも富士通を代表して参画。

インターバルセッション

15:00▶15:20

セミナーセッション

15:20▶16:10

展示の見どころ紹介（流通ブース）など

流通業の近未来における変化推察
～ＤＸ推進拡大とデジタル活用モデル考察～
新型コロナウイルスの影響と業界進化や、Ｄ２Ｃ（Direct to Consumer）・アフターデジタル／ＯＭＯ
（Online Merges with Offline）といった時代背景考察、また富士通テクノロジー＆ビジョン及び最新シ
ステム構築事例等をご紹介します。

富士通Ｊａｐａｎ株式会社

流通ビジネス本部 流通ビジネス推進統括部

エキスパート

野村 和男

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。
各種セミナーや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

ソリューション祭り2020

お申し込みURL（ライブ配信セミナー、オンライン展示会）

https://www.fujitsu.com/jp/fjj/solfesta2020/
第二弾 お申込み締切

2月1日(月) 23:55まで

第三弾 お申込み締切

2月16日(火) 23:55まで

※セミナーは先着順にて予約を承りますので、締切前でも受付終了となる場合がございます。予めご了承下さい。

▼全体スケジュール（予定）

ライブ配信セミナー

12月10日【終了】
第一弾

プロローグ

オンライン展示会
アーカイブ・おすすめWebinar

オンライン展示会
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

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

2月3日
第二弾

2月18日

製造Day

2020年12月10日 ～

2021年3月20日

2020年12月21日より、順次公開

第三弾

流通Day

好評につき
期間延長

※申込みまた出展内容は、上記サイトにてご案内しております。
※セミナーをお申し込みの方は もれなくオンライン展示会もご覧いただけます。

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

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_2020-2&3_ver.2

