第一弾｜プロローグ

12.10

2016

2020.

in Hiroshima

13:30 start

～新しい、明日へ。
富士通Ｊａｐａｎ始動！～

会期

2020年12月10日(木) 順次開催
〔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月上旬
第三弾（流通）｜2021年2月中旬
〔オンライン展示〕

2020年12月10日 ～ 2021年2月28日

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

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

12月10日

第一弾｜プロローグ・共通
オープニングセッション

2020年

13:30▶14:00

主催者あいさつ、見どころ紹介

など

キーセッション（座談会） 14:00▶15:00

デジタルの風は西から吹く！デジタルエキゾチックＪａｐａｎの未来
政府の看板政策として掲げる「デジタル庁」の立ち上げ、行政の縦割りを打破し規制改革などを推進す
る「行政改革目安箱（縦割り110番）」の設置などで社会のデジタル化の機運は上がっています。社会
のデジタル化が進むと産業構造や働き方なども大きく変化し、ビジネスチャンスも拡大します。今回は、
地域の強みや魅力を活かしたビジネスづくりの推進に向けて、デジタルトランスフォーメーションや
シェアリングエコノミーなどデジタル社会の新しい視点を持ったゲストをお招きし、次世代の魅力的な
ビジネススタイルへの変革への提言や新事業創造のヒントになるお話をお聞きする予定にしています。
総務大臣政務官

富士通株式会社
理事
首席エバンジェリスト

古川 康 氏

1964年長野県生まれ。法政大学卒業後、複数の
外資系 IT ベンダーさらにはソフトバンク社を経て、
2017 年富士通 株 入社。最先端テクノロジーを得意
分野として年間約 200 回以上の講演活動を行う。
書籍の執筆活動や TV 番組出演の他、国内30以上
の大学で特別講師も務めている。

東京大学法学部卒業後、自治省（現総務
省）入省、平成15年より佐賀県知事、平成
26年より衆議院議員に。本年9月より総務大
臣政務官に就任。主な担当分野は、情報通
信、放送、郵政など。

（ナビゲーター）

中山 五輪男

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。

インターバルセッション

15:00▶15:30

共通セッション

15:30▶16:15

見どころ紹介／次回予告

など

フルサトをみつける・つなぐ、
地域から始めるアジャイル型の働き方！
世界は新型ウイルスによってリアルな行動が不自由となる事態に陥りました。
先行事例をもとに地域事情に即した対応方法、考え方を働き方改革の
スペシャリストが解説します。
富士通株式会社

シニアエバンジェリスト

松本 国一

開催予定

2021年

2月中旬

第三弾｜流通Day

開催予定

2021年

2月上旬

第二弾｜製造Day

キーセッション（座談会）

業種セッション

製造、流通Dayにつきましては、
日程・内容が確定次第ご案内いたします。

業務共通

流 通

製 造

Work Life Shift

AI、IoT

オンライン展示

12月10日▶2月28日

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〜

富士通㈱
㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

AI × 検査

㈱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〜

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）

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

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

㈱両備システムズ

Teamsでリアルに近いコミュニケーション！ まるっとMicrosoft 365

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〜

富士通Japan㈱

次世代セキュリティの考え方『セロトラストセキュリティ』とは

富士通Japan㈱

注目！PCのデータレス化には 「Shadow Desktop」が最適！

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〜

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

㈱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

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〜

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~

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〜

㈱YE DIGITAL Kyushu

帳票入力業務の効率化 ~DynaEye 10 帳票OCR Entry〜

富士通㈱/㈱PFU

ニューノーマル時代の経理業務

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〜

富士通Japan㈱

ニューノーマル時代の販売管理業務

富士通Japan㈱

COLMINA 〜製造業のものづくりDXを加速〜

富士通㈱

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

富士通㈱

製造業のためのハイ・レスポンスVirtual Reality

デジタルプロセス㈱

100万部品0.2秒の世界 世界最速3次元CAD iCAD SX

iCAD㈱

GLOVIA iZ生産 PRONES GX/GX HYBRID

富士通Japan㈱

画像認識と作業指示の連動でポカミスを防ぐ！

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~

㈱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

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

富士通㈱

食品衛生法改正によるHACCP制度化の必須事項

ソレキア㈱/富士電機ITソリューション㈱
㈱サトー/㈱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

㈱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

㈱システムタイズ

倉庫内作業の効率化と標準化が安価に実現可能

西日本オフィスメーション㈱

LPG販売管理システム 〜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」

㈱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

日本システム㈱

「MyMap」を利⽤した点検業務の効率化

㈱ニュージャパンナレッジ

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〜

ミツイワ㈱

※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

お申し込みURL

https://www.fujitsu.com/jp/fjj/solfesta2020/
第一弾 お申込み締切

12月8日(火) 23:55まで

ソリューション祭り2020

※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）

ライブセミナー
オンライン展示

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

12月10日
2月上旬（予定）
２月中旬（予定）
第一弾 プロローグ
第二弾 製造Day
第三弾 流通Day
（テーマ：共通）
（テーマ：製造）
（テーマ：流通）
2020年12月10日 ～ 2021年2月28日

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.3

