富士通
ソリューションフェア

2021 in 東北
～オンライン開催～

昨今、新型コロナウイルスにより社会のあるべき姿、ビジネスの進め方が大きく見直され
つつあり、大きな転換期を迎えております。
このような状況下で、新たな変革や業務の見直しをご検討されている地域のお客様が抱え
る課題解決に向け、この度、下記の通り「富士通ソリューションフェア2021 in 東北」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、ニューノーマル時代に即した働き方や業務改善を
ご提案いたしますので、お客様の新たなビジネス展開の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。

参加
無料

会

期

2021年2月24日(水) 13:00 Start

■ライブ配信セミナー
・第1弾
・第3弾

※アーカイブ動画 掲載中

2月24日(水)
3月10日(水)

・第2弾
・第4弾

3月 ３日(水)
3月17日(水)

■オンライン展示会

2021年2月24日(水) ～ 2021年4月30日(金)
▶出展：富士通パートナー様、富士通/富士通Japan

特設サイトにて お申込み受付中！▼
https://www.fujitsu.com/jp/microsite/group/fjm/events/solutionfairtohoku2021/index.html

主

催

富士通株式会社

共

催

富士通Japan株式会社

お問合せ窓口：「富士通ソリューションフェア2021 in 東北」事務局
contact-pbtohoku@cs.jp.fujitsu.com

FSF-12

富士通ソリューションフェア2021 in 東北
ライブ配信セミナー

※アーカイブ動画 掲載中

2月24日（水）13:30~14:30
富士通株式会社 シニアエバンジェリスト 松本 国一
「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。

3月 3日（水）13:30~14:30
富士通Japan株式会社 ICTビジネス推進部 藤田 和重
「知っておくべき改正個人情報保護法とその『備え』
～セキュリティ面も考慮した働き方改革～」
最新のサイバー攻撃対策は「効果が有るもの、無いもの」が明確に分かれています。
限られた設備投資は効果が有り、発生頻度を考えた構成をスタンダードにすべきです。
セキュリティ面も考慮した働き方改革についてもご紹介いたします。

3月10日（水）13:30~14:30
富士通Japan株式会社 流通第二ビジネス部 エキスパート 野村 和男
「流通業の近未来における変化 ～DX推進拡大とデジタル活用モデル～」
新型コロナウイルスの影響と業界進化、またカスタマージャーニー／D2C、アフターデジ
タルといったDXキーワードや、業界イベントでの近未来構想をテーマに、富士通テクノロ
ジー＆ビジョンや最新システム構築事例をご紹介いたします。

3月17日（水）13:30~14:30
富士通Japan株式会社 DXビジネスクリエーション推進室 マネージャー 安田 幸男
「DX実践の取り組み方
～事例を織り交ぜながらコンセプトから具体的実践までのポイント～」
DXという言葉がやや一人歩きしている感もありますが、企業や団体様にとってどのような
検討をすれば良いか そのヒントとなるような事例（製造業にフォーカスして）を織り交
ぜてアプローチ手法についてもご紹介いたします。

オンライン展示 出展企業（五十音順)
●
●
●
●

株式会社青森共同計算センター ●
●
株式会社エフコム
●
関彰商事株式会社
●
ミツイワ株式会社

● 株式会社富士通エフサス

※会社名：2021年3月現在

●
エイデイケイ富士システム株式会社
北日本コンピューターサービス株式会社 ●
●
ソレキア株式会社
●
株式会社YCC情報システム

■ 富士通Japan株式会社

株式会社FSK
株式会社システムベース
扶桑電通株式会社
PFU東日本株式会社

■ 富士通株式会社

富士通ソリューションフェア2021 in 東北
ブース

会社名

/ブース別出展一覧

出展ソリューション
帳票ツール RapidReport

株式会社システムベース

長年現場を経験した開発のプロが作った、開発者が幸せになるための機能を詰め込んだ新しい帳票ツール

FusoCallKeeper
扶桑電通株式会社
1

－手配職人－ リアルタイムディスパッチシステム
ミツイワ株式会社

働
き
方
改
革

従来複数の機器を組合せなければ実現できなかったCTIシステムを既存の電話設備を活かしたまま、
ローコストで導入可能

株式会社YCC情報システム

機器故障や不審者検知等の発生に応じた、メンテナンス作業員、警備員、介護者等要員の選定・手配
を行うシステム

SOUMU-DXソリューション
自社の実践をもとに、総務のバックオフィス業務の働き方改革を実現するソリューション

FUJITSU Software TIME CREATOR
株式会社富士通エフサス

パソコンの操作ログや未承認残業時のPC利用抑止により、業務内容の見える化や時間外労働の
マネジメント強化を支援

Zinrai for 365 Dashboard
富士通株式会社
2

Microsoft Office365などのログ情報／ PCの利用状況を取得、富士通のAI「Zinrai」がデータを解析
／分類し作業内容の可視化と働き方をデータ分析

SKYSEA Client View
富士通Japan株式会社

「使いやすさ」をコンセプトに、IT資産の安全な運用管理やサイバー攻撃へのリスク対策、情報漏洩対策を
支援するクライアント運用管理ソフトウェア

SKYDIV Desktop Client
シンクライアント（仮想環境）を利用することで、オフィス外からでも安心して業務が行える環境を整備し、
組織の取り組みをサポート。社内データの漏洩リスクを軽減

自然言語AI・QA支援システム 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株式会社 独自に開発したカンタンで精度の高い自然言語AI（特許取得）で、社内ノウハウを共有しヘルプデスクを
効率化

CBSM AIナレッジ活用基盤
AIを活用した問い合わせ業務（FAQ検索）を効率化、既存ドキュメントを格納するだけで AIがナレッジ
化と運用作業を支援

3
富士通株式会社

AIチャットボット「CHORDSHIP Digital Agent」
少ない学習データでも高い正答率が期待できる「対話・機械学習のハイブリット型」を採用した『AIチャット
ボット』を活用し、『住民・利用者・学生との接点強化』を実現

AI翻訳サービス「Zinrai Translation Service」

AI/IoT

テキスト翻訳だけでなくMS-OfficeファイルやPDFファイルを丸ごと翻訳可能、高精度かつセキュアな
AI翻訳サービス

建設業向けサービス SiteEye
エイデイケイ富士システム株式会社

建設現場の安全・安心や働き方改革のサポートを目指すクラウドサービス。バイタルセンサーやGPS、
ビーコンなどのIoT機器を活用し、業務システムとの連携でお客様業務の垂直統合を実現

混雑状況表示システム
ソレキア株式会社
4

カメラと画像解析プロセッサの一体型、かつメーカー独自の物体形状認識技術により、設定エリア内の
人の形状を立体的に把握・追跡する事で、入退室の係数が把握可能

バッテリーフリービーコン PulsarGum
富士通株式会社

太陽光／照明光で動作し、曲面にも屋外にも両面テープだけで設置可能な3gのビーコン。
受信情報を元に位置情報などを取得し、屋内ナビゲーションや備品管理等のサービスを実現

RFID・センサーソリューション
用途に合わせた多様なRFIDタグ、リーダーライター、RFIDプラットフォームをご提供

ADF DXソリューション
エイデイケイ富士システム株式会社
株式会社ＦＳＫ
共

お客様のDX（デジタルトランスフォーメーション）を実現する為、RPA、ビックデータ、AIなど様々な要素を
駆使したソリューションサービス

eTransporter
Webブラウザから「簡単・安全」にファイルを送受信できる「ファイル転送システム」

クラウド映像CMS「Image Lagoon」
5 株式会社エフコム

通

デジタル映像特化型のCMS。24時間365日有人監視でセキュリティ強度の高い国内データセンターより、
オンライン/オフライン形式の2つのデジタル映像コンテンツ管理サービスを提供

AZCLOUD IaaS ファイルサーバ
富士通Japan株式会社

インターネットに繋がればどこからでも利用ができ、社外からでも安全にファイル共有が行える安価な法人
向けクラウドストレージ

FUJITSU Enterprise Application GIFOCUS クラウド型地図サービス
富士通株式会社

お客様保有のデータをお客様自身で簡単に地図に登録・表示し、新たな価値を生み出すことができる
クラウド型地図サービス
※会社名：2021年3月現在

富士通ソリューションフェア2021 in 東北
ブース

会社名
関彰商事株式会社
PFU東日本株式会社

/ブース別出展一覧

出展ソリューション
ADVANCE勤怠クラウド
打刻から勤務状況のチェック、勤怠データの集計、マネジメントまで、すべての作業をブラウザ上で行うことが
できる、勤怠管理システム

帳票入力業務効率化 DynaEye10 帳票OCR Entry
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。AI日本語手書きOCRオプションで、
従来認識が難しかった申込書などのフリーピッチ手書き文字の認識精度も大幅に向上

FUJITSU Enterprize Applications GLOVIA iZ フロント

6

中堅上位市場向けERPシリーズ「GLOVIA iZ」のフロント業務。外出先でも快適に手軽に使え社員の
働き方改革を支援

富士通Japan株式会社

FUJITSU Enterprize Applications GLOVIA iZ 就業
中堅上位市場向けERPシリーズ「GLOVIA iZ」の就業管理業務。シフト勤務、短時間労働、フレックス
など、多彩な勤務形態に柔軟に対応し、労働時間を適正に管理

FUJITSU Enterprize Applications GLOVIA iZ 人事給与
分散運用、予約運用など登録業務の効率化を実現。社内に分散する人材情報を一元管理し、様々な
シミュレーションで人員配置の適正把握や、人件費の将来予測も可能

共

富士通Japan株式会社

通

富士通株式会社
7

マネーフォワードクラウド経費
カード明細や交通系ICカードの自動読取、レシート入力の自動化などで徹底的に手入力をなくし、経費
精算にかかる時間を1/10 にできるクラウド型経費精算システム

手のひら静脈認証入退室装置 「FUJITSU 生体認証PalmSecure AuthGate」
なりすましや偽造が極めて困難で識別能力の高い手のひら静脈を活用し、高いセキュリティを実現。
装置に触れることなく高精度の本人認証が可能

BtoBプラットフォーム請求書
富士通Japan株式会社

電子請求書の受取・発行の他、支払通知書機能、督促機能、消込機能など豊富な機能を搭載した
電子請求書サービス

Fast-WebQA
Web上で直観的に操作してアンケートを作成、回答結果のリアルタイム集計はもちろん、自動生成される
ダッシュボードにより素早い分析が可能

ウイルスバスター™ ビジネスセキュリティサービス Provided by 富士通Japan

8 富士通Japan株式会社

テレワーク／スモールビジネスに最適な、PC・モバイル向けのクラウド型ウイルスセキュリティ対策サービス。
社内外にある全ての端末状況を簡単に一元管理し、運用負荷も軽減
FUJITSU セキュリティソリューション IT Policy N@vi
安全なテレワーク環境の利用を支援するセキュリティクラウドサービス。PC・スマートデバイスのハードウェア/
ソフトウェア情報の自動収集でICT資産の効率的な把握が可能

Cyber Protection Managed Service powered by BlackBerry
最新鋭のAI技術を用いて検知率99％を実現。既知のマルウェアはもちろん、未知・変異型のマルウェア
にも圧倒的な高精度で検知・隔離可能

エイデイケイ富士システム株式会社
業
務
効
率
化

株式会社青森共同計算センター
9

ADF DXソリューション
お客様のDX（デジタルトランスフォーメーション）を実現する為、RPA、ビックデータ、AIなど様々な要素を
駆使したソリューションサービス

Web霊園管理
区画・使用権者管理や許可証発行等の基本業務に加え、工事・収納・滞納管理といった公営墓地管理
業務のほぼ全てを網羅し、自治体様の霊園管理業務をトータルサポート

ChainFlow/I SaaS型 統合EDIサービス
富士通Japan株式会社

従来の電話やFAXによる受発注などの業務をEDI化することで、より効率的・正確に業務を行うことが
可能なクラウド型EDIサービス

クラウドVPN Verona
フルマネージドのテレワーク環境を提供する、クラウド管理型VPNサービス。共有フォルダやリモートデスク
トップ、基幹システムへワンクリックでセキュアに接続

商品券管理システム QooPon
商品券の入荷・移動・発行・回収まで１台のパソコンでトータル管理。事務所で各業務を登録するだけで、
在庫枚数、未回収金額財務局資料の集計も可能

株式会社システムベース
製
造
・ 10
流
通

総合販売管理システム TOREOS
卸売業・製造食品業に特化した販売管理システム。予算管理、実績管理、差異分析、予算修正を
スムーズに処理可能

産業給食業向け販売管理システム ぐるめスポット
産業給食業向けの、販売管理に関する業務を効率的に実現。予約、受注、配送指示、請求、入金まで
スムーズに処理可能。CTI機能に対応し、受注時の事務処理を大幅に軽減

COLMINA Design Review 高速リモートデスクトップ
富士通Japan株式会社

クラウドコンピューティング時代に向け、製造業のお客様の｢ものづくり環境の変化｣に対応した、新しい
｢ものづくり｣を支援

COLMINA FAデータ統合
プログラムレスでさまざまなFA機器からデータを収集し、クラウドサービスと連携するデータ統合ソフトウェア

お問合せ窓口：「富士通ソリューションフェア2021 in 東北」事務局
contact-pbtohoku@cs.jp.fujitsu.com

※会社名：2021年3月現在
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