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テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

ブースガイド

業務ソリューション

３分で作れるクラウド型 業務改善ツール

紙やExcelによって、共有や管理が煩雑になっている業務(日報・

案件管理・交通費申請・アンケート等)を簡単にクラウド上でシ

ステム化できるサービスです。様々な業種・業務で使えるテン

プレートをご紹介します。

サイボウズ

DocuWorks帳票に「手書きができます」

DocuWorks用手書きプラグイン「PenCreativeFeild」を中心にご

紹介します。このソリューションを用いて電子化・効率化する

部分を、事例等を交えてご紹介します。

ワコム

複合機の付加価値拡大ソリューション

「ICカード・ラベル発行システム」で簡単にICカード発行でき

ます。「オンデマンドフラットファイル」で表紙/背表紙にオン

デマンドプリントできます。

富士ゼロックスアドバンストテクノロジー

「会議」だけじゃない、シームレスな

コミュニケーションがワークスタイルを変える！

社内外のコミュニケーションを円滑に行うことは、業務の必須

課題です。「コミュニケーション」=「会議」と捉えられがちで

すが、セミナーや研修、営業活動、カスタマーサポート等多岐

に渡ります。ブイキューブではこれら業務におけるコミュニ

ケーションをOneストップで提供するソリューションを、実例を

交えご紹介します。

ブイキューブ

マニュアル作成工数削減による

業務効率化と標準化

iTutorは、パソコン画面をキャプチャーする一般的なソフトウェ

アと違い、文書マニュアルやパソコン用ソフトのデモ動画、e

ラーニング教材などさまざまなコンテンツを手軽に作ることが

できる製品です。伝えたい操作を一度おこなうだけで画面を

キャプチャーし、操作説明を吹き出しにして画面に自動追加し

ます。多彩なフォーマットに出力できるので、高度な操作もわ

かりやすい高品質なコンテンツにすることができるのが特長で

す。

ブルーポート

Web会議による情報伝達、施策定着の向上

現場への情報伝達、施策の定着を目的に「Web会議と電子文書

の連携活用」についてデモを交えご紹介します。 手軽な双方向

コミュニケーション、スムーズな電子文書の共有など最新Web

会議システムの現状をご紹介します。

エヌ・ティ・ティアイティ

新あんしんNASセット 最適な電子文書環境

社内データの保存は安心のNASセットで。クラウドサービス

Working Folderの連携機能により外出先でも資料閲覧が可能。マ

ルチモニタを交え、社内外における快適な電子文書環境をご紹

介します。

アイ・オー・データ機器

VDIをワークステーション領域に拡大 CAD環境の

課題が一挙解決!! 「CADシンクライアント」

ワークステーション環境にまつわるセキュリティー強化、利便

性、ビジネスの継続性、運用管理、コスト削減などの様々な要

求に応えるソリューションとして注目されている「ワークス

テーション仮想化ソリューション」と、設計業務における

「VDI(仮想デスクトップ)ソリューション」をご紹介いたします。

SCSK

使いやすさで選ばれるワークフロー

「紙運用の申請業務を効率化したい」「ワークフロー製品って

いろいろあるけど、自分たちにピッタリ合う製品はどれ？」と

お 悩 み の 方 必 見 。 使 い や す さ で 選 ば れ る ワ ー ク フ ロ ー

Create!Webフローをご紹介します。

インフォテック

ペーパーレス『現場帳票』記録・報告・閲覧

ソリューション「 ConMas i-Reporter」

iPad, iPad mini, iPhone, Windowsタブレットによる、デジタル入

力と手書きを融合させたConMas i-Reporter。報告書などの帳票

を電子化/ペーパーレス化し、帳票作成業務の効率化・標準化・

品質向上を実現します。

当日はデモンストレーションを交えてご紹介します。

シムトップス

ゼロックスブランドによる、「beat」「ITあんしんサービス

パックⅡ」「WorkingFolder」の紹介とデモンストレーション

による操作を実演します。

富士ゼロックス

お客様事業所のセキュアな環境構築と
効果的な情報の共有による業務改善



テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

ブースガイド

クラウド型運行支援システム/運送販売システム

運送事業者様の業務改善やコスト削減をクラウド型/オンプレ型

両方の仕組みでご提案致します。運行管理のみならず、リアル

タイムな安全管理・労務管理をデモンストレーションを交えご

紹介します。

ナブアシスト

BIツール「DataNature Smart」/

クラウド型コールンターシステム「CyzoPHONE」

企 業 で の 業 務 効 率 化 を 実 現 す る 、 BI ツ ー ル 「 DataNature

Smart」とクラウド型コールセンターシステム「CyzoPHONE」

についてデモンストレーションを交えてご紹介します。

エヌジェーケー

ＢＩ導入で売上を可視化せよ！

今利用されている販売管理ソフトだけでは販売（売上）の状況

を把握しきれていないと感じていませんか？弊社が御提案する

“ファストＢＩ”は、既存の管理ソフトのデータを活用し新た

に多次元データベースを構築する事でマイクロソフトＥｘｃｅ

ｌなどで店舗毎・商品毎・期間限定での売上分析を自在にご提

供致します。

高崎共同計算センター

世界が認めた豊富なラインナップの液晶ディスプレイ

見やすさと美しさ、作業快適性を実現

用途に応じたラインアップのご提案。 大型PDの電子セイネー

ジ、世界初の19インチ2画面表示による正確な作業性のマルチタ

スキングで業務効率UP＝業務効率をご体験ください。

菱洋エレクトロ

本当につかえる“ファイル共有”システム

「 FileBlog 」

ファイルを簡単に検索したい、タブレットやスマートフォンで

もファイル共有したいなど、ファイルサーバをもっと効率的に

活用して情報共有できる仕組みをご紹介します。またFileBlogの

様々な事例もご紹介します。

鉄飛テクノロジー

中堅・中小ビジネスにおけるオフィス

ICTソリューションの活用事例とポイント

オフィスWi-Fi化によるモバイル機器の活用シーンから、クラウ

ドサービスとの連携による業務効率化の事例について、デモン

ストレーションを交えてご紹介します。

NTT東日本

基盤インフラ

ソフトバンクグループが教えたい！

情報システム部の方々向けの最新運用現場！！

情報システム部は、様々な問題を抱えています。

コストダウン？運用負荷が高い？管理が大変？人もいない？ク

ラウドってなに？このような問題を解決するべく、総力をあげ

てソフトバンクグループが最新情報をお伝えします。

ソフトバンク コマース＆サービス

最新デバイスの導入による、企業の生産性向上、

及びオペレーションの最適化

サーバーからクライアントPCまで一気通貫で提供できるように

なったLenovoから、最新デバイスの提供により、企業内の生産

性・業務効率の向上を図り、オペレーションの最適化をご紹介

します。

レノボ・ジャパン

VDI（仮想デスクトップ）の松竹梅3種と

シンクライアント専用端末

マイナンバー制度導入に伴うセキュリティ強化対策、管理者の

運用負担軽減、モバイルデバイスの積極活用、いつでも・どこ

でもメールやアプリを利用するワークスタイルの実現。USB型

の簡易VDIやシンクライアント専用端末など、最新の仮想技術に

よる解決策をご紹介します。

双日システムズ

仮想オフィスブース

ゼロックスならではのドキュメントソリューション

・複合機の普及により、紙文書の電子化は容易になりました。

しかし、スキャンした電子ファイルにファイル名を付与する、

決められた保管場所（フォルダ）に正しく格納する事が課題で

あり手間でした。 これらの課題を一気に解決する手段として、

QRコードを付与し、認識させる方法と、i-Reporterを使用した

帳票の電子化をご紹介します。

・正しく、容易に保存された文書の検索、活用、更にはセキュ

リティ強化を施した富士ゼロックスらしいドキュメントソ

リューションをご紹介します。

・複合機の操作パネル上で属性情報を選択してスキャン登録す

るソリューションをご紹介します。

富士ゼロックス群馬

営業力を強化し、業績を伸ばすSFA

～Sales Force Assistantシリーズ～

導入社数実績3,500社越の国内ベンダーシェアNo.1のSFAです。

一日一枚の営業日報入力で、顧客管理、商談管理、案件管理、

訪問計画管理まで網羅しています。現場の生の業務ナレッジを

蓄積、共有することで、営業ならびに顧客対応をアシストして

くれる、それが「Sales Force Assistantシリーズ」です。

ＮＩコンサルティング
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ブースガイド

クライアント運用管理ソフトウェア

「SKYSEA Client View」

SKYSEA Client Viewは、クライアントPCをはじめ、さまざまな

IT機器やソフトウェア資産を一元管理することで運用管理を支援

し、より安全な情報漏洩対策やIT資産の有効活用をお手伝いする

ソフトウェアです。

Ｓｋｙ

マイナンバー対策

マイナンバー制度対応のためのDBセキュリティ対策

2016年より施行されるマイナンバー制度。企業は従業員等のマ

イナンバーを安全に収集・運用するための情報システムの準備

を求められています。マイナンバーを含む個人情報管理を行う

為の安全管理策をご紹介いたします。

ワールドスカイ

マイナンバー/個人/機密データ管理と漏洩対策

業務端末にどれだけ個人・機密情報データが保存されているか

ご存じですか？日頃から個人/機密情報を業務端末から排除し、

マイナンバー施行に備えた重要文書の漏洩リスクの軽減方法を

ご紹介します。

クオリティソフト

マイナンバー等の機密情報に対する
情報漏洩対策のご提案

内部の権限者や従業員による情報漏えい事件・事故や、セキュ

リティ対策が強く求められるマイナンバー制度に対しても有効

な、情報漏えい対策製品をご紹介します。

ネットエージェント

ソフォスが提案するマイナンバー導入に向けた
情報漏えい対策

マイナンバー制度開始にむけ、企業が取り組むべき情報漏えい

対策に必要なセキュリティ機能を1台でシンプル、安価に提供い

たします。日本語化された管理画面、オンラインヘルプでは直

感的な操作と管理が可能です。

ダイワボウ情報システム

マイナンバー制度を支える
エンドポイントセキュリティ

マイナンバー制度が施行されるにあたってガイドラインで規定

される安全管理措置。その中でも技術的安全管理措置の分野に

おいてサーバやクライアントを外部の脅威から保護するための

エンドポイントセキュリティ製品をご紹介します。

シマンテック

IT資産管理と情報漏洩対策をオールインワンで管理

導入実績7500社、10年連続シェアNo.1のIT管理ツール。資産管

理や情報漏洩対策に加え、マイナンバー制度のセキュリティ対

策まで様々なご要件に対しワンパッケージで課題解決します。

デモンストレーションを交えてご紹介します。

エムオーテックス

マイナンバー法に必要な情報漏洩対策

来年から施行されるマイナンバー法に対応した情報漏洩対策製

品と、コスト面で負担となっているメールアーカイブサービス

を利用しているお客様に、コストダウンを実現できる製品等を、

デモンストレーションを交えてご紹介します。その他セキュリ

ティに関する事は何でもご相談を承ります。

ピコテクノロジーズ

マイナンバー制度開始における必須対策!!

ファイル暗号化・追跡ソリューション「FinalCode」

「FinalCode」はマイナンバー制度開始にあたり、機密個人情報

を委託先に提供した後でも、その情報を管理・監督できるソ

リューションとなります。従来は一般的でなかった“社外から

の”情報漏洩対策を実現します！

デジタルアーツ

富士ゼロックスの
マイナンバー制度対応ソリューション

来年から始まるマイナンバー制度の概要、ガイドラインに関す

る最新情報のご説明をはじめ、具体的に何をすればよいか、富

士ゼロックスのマイナンバー制度対応ソリューションの考え方

とご提供予定のソリューション事例の一部をご紹介します。

富士ゼロックス
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ブースガイド

バーコードによる業務効率化提案

バーコードリーダー・専用ソフトウェア・これを回す運用の3つ

を提案いたします。在庫管理・製造工程管理をメインに提案

先・用途は様々ございます。14年度は御社と初取引きで、在庫

管理と検品のパッケージソフトを2ユーザー様に導入させていた

だきました。

ウェルキャット

プラスチック金型要件チェックツール

プラスチック部品の金型製造を発注する前に、当チェックツー

ルを用いることにより、製造不能な設計になっている場合は、

それを事前に発見することができ、無駄な手戻りを削減するこ

とができます。

富士ゼロックス

「より美しく」「より早く」「より簡単に」 使用者が認める

操作性とプレゼン力 ～建築3次元CAD MADRIC・AD－１～

素早く手軽に新築やリフォーム施工後のイメージをお施主様へ

伝えることができます。簡単にプランニング、プレゼン、図面

作成、積算までおこなえる操作性も、デモンストレーションを

交えてご紹介します。

シーピーユー

10年ぶりの新システム ARCHITREND ZERO

国内シェアナンバー１の３次元建築専用CADが、このたび１０

年ぶりの新システムとなりました。施主への受注促進、社内設

計業務の効率化、実行予算作成までの時間短縮が更に進化致し

ました。住宅建築業のこれからを支えるCAD業務をデモンスト

レーションを交えてご紹介します。

福井コンピュータアーキテクト

世界一仕事が速いCAD IRONCAD

IRONCADは良好な操作性と分り易い概念ですぐに使いこなすこ

とが可能です。また余計な制約や概念で設計者の思考を妨げす、

本来の設計作業に専念できます。3D→2Dまでの一貫設計が可能

であり、他CADデータに対しても高い互換性があります。

クリエイティブマシン

図面共有・生産指示業務改善ソリューションのご紹介

製造業務フローの標準化でQCD改善をお手伝い

客先図（支給図）の最新版情報共有による製造・手配の作業手

戻りを改善するとともに、更なる次工程への出図業務=生産指示

業務を一元的に管理・運用する事でQCD改善のお手伝いをさせ

ていただきます。

富士ゼロックス

高度なセキュリティの元で企業資産である文書の

一元管理を実現

ArcSuiteEngineering3.0は、大手から、中小手製造業のお客

様に対して、活用レベルと管理する文書規模に応じた適切なソ

リューションモデルを提供することが可能です。図面の電子化

ソリューションのスタートモデルから、業務プロセスと連動し

た設計情報管理、拠点間・企業間での電子配信を実現するソ

リューションを提供します。

富士ゼロックス

ファイルサーバー軽量化ソリューション『NXPowerLite』

高速・多機能ビューア『Brava Desktop』

ファイルサーバーに蓄積された重たいファイルをまとめて軽量

化し、容量不足を解決できる『NXPowerLite』、また、図面を扱

うお客様の「大判長尺図面の動作が遅い」「図面の間違い探し

に時間がかかっている」というお悩みを解決できる『Brava

Desktop』をデモを交えてご紹介します。

オーシャンブリッジ

4K映像＆1G LAN長距離伝送を活用した新しい映像

コミュニケーション

『４K HDMI・IP光伝送器』は、4K映像と1G LANデータを、同

時に800m長距離伝送可能な新しい商品です。これまでの一方通

行ではない双方向ニーズを満足し、映像とLANを統合した新しい

映像コミュニケーションをご紹介します。

富士ゼロックス

現場指向型生産管理システム

『Factory-ONE電脳工場』

生産計画の立案から受注・出荷・手配計画（MRP手配or製番手

配）・発注・受入・在庫・負荷・進捗・原価に至るものづくり

情報を統合的に管理し、工場経営を強力に支援します。さらに

販売管理機能も標準装備した製販一体型のシステムです。

エクス

3Ｄ製品と受託サービスによる効率化、

安価な外注加工費のご提案

３Ｄプリンター及び３Ｄスキャナーを活用した生産開発の促進、

３ＤＣＡＤ/ＣＡＭを活用した生産促進をご紹介します。

受託サービスによる効率化と安価な外注加工費をご紹介します。

システムクリエイト

業務の見える化と原価管理による利益体質改善

手書きや転記を無くし、現場の見える化、進捗管理、手配管理

を容易に行え、さらにリアルタイムな原価管理を行える為、製

造業の本業であるモノ作りに注力して利益アップを目指してい

ただくことが出来ます。

テクノア

エンジニアリング
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ブースガイド

プロダクションプリンター/複合機で出力出来る
『フィルムラベル』商材のご提案

今お使いのプリンターでご使用出来るフィルムラベルをご紹介

します。ブースでは、それぞれの機種で出力した印字サンプル

を参考にしていただき、実際の販促物を展示し、活用例をご紹

介します。

大東化工

POD cafeteria（販促業務の増力化・省力化）

現在、販促業務をより効果的に且つ魅力的に展開したいという

お悩みを解決する、XEROXプリントオンデマンド（POD）ソ

リューションのコーナーです。特殊マテリアルを多種にわたり

ご紹介します。

富士ゼロックス

POD後加工による小ロットPOP・試作の内作化

プリントオンデマンドによる印刷物をカッティング後加工する

ことにより、小ロットのラベルやPOP、試作パッケージの内作

化、印刷物を立体化し付加価値を高める、内作化によるコスト

ダウンをご紹介します。

グラフテック

カードカッター活用による販促物のオンデマンド化

XEROXプリンターでカラー出力してカットするだけ。名刺・

DM・チラシ…印刷物のコスト・在庫・納期を圧縮し、販促のス

ピードUP・訴求力UP・売上UPをバックアップ。最もお手軽で

効果的なオンデマンド化をご紹介します。

インターテクノ

エリアマーケティングGIS「TerraMap」

“見込み客が多いエリアを照らし出す魚群探知機”と言われる

「TerraMap」。性別・年齢別人口や住居種類などの国勢調査

データが「町丁目」単位で組み込まれているので、販促に必要

なエリア情報を簡単に得ることができます。

マップマーケティング

案件創出のお手伝いサービス・ソフトのご紹介

モリサワは、コンテンツの制作・加工・出力という一連のワー

クフローの中で、今後求められる多言語やデジタルデバイスへ

の対応、制作効率や生産性を高める製品・サービスをご紹介し

ます。

モリサワ

プリントオンデマンド

ファンシーペーパー販売サイト
「The Paper Life.com」

いつでも、どこでも、どなたでもファンシーペーパーを購入で

きるサイトのご紹介と、オンデマンド適正のあるファンシー

ペーパーをご紹介します。

平出紙業

Web to Printシステム、バリアブル印刷ソフトによる

バリアブルプリントの制作作業の省力化

1点ごとに内容が異なる名刺、POPをはじめ、顧客、店舗ごと

にカスタマイズされたDM、チラシ、ポスターの制作作業は、

Web to Printシステム、バリアブル印刷ソフトとデジタル印刷

機を組み合わせてご利用になられることで、作業時間が大きく

軽減されます。各システムのポイント、事例をデモンストレー

ションを交えてご紹介します。

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ

介護現場、ＩＴ化による作業プロセスの省略、
業務の標準化

介護報酬が低下する中でいかにミスを減らし、効率化させる

か？それを実現することで現場職員が本当に時間を費やしたい

業務を追求するために、現場の声から生まれたシステムです。

エムダブルエス日高

ヘルスケア

診療記録統合管理システム（DACS）

高度化・専門化が進む医療の現場では、日々、大量の診療情報

が様々な形式で発生しています。これら分散する診療情報に関

する様々な問題を、富士ゼロックスは「ドキュメント」という

切り口で解決します。

富士ゼロックス



テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

富士ゼロックスのオフィスデリバリ－サ－ビス

ｅ-Qix（イー・クイックス）

用紙やプリンターの消耗品などのゼロックスブランドの商品を

中心に文具・日曜雑貨品の品ぞろえも充実させたた通販システ

ムのｅ-Qixをご紹介します。

富士ゼロックス

その他

① 働く環境を快適にする事による業務効率化

② 職場環境を快適にする事による業務効率化

クールビズ対策シャツや、熱中症対策用品、静電用品（OAメガ

ネ／作業服／エプロン／手袋等）、滑り止め付き安全靴等、職

場環境を快適にする商品をご紹介します。働く環境が良い事は、

業務効率化にもつながります。

高進

「攻めのIT経営」は競争力の源泉
〜効果的な実現方法はこれだ！〜

経済産業省は競争力強化のために「攻めのＩＴ経営」を推進し

ています。しかし「どのようにすれば良いかわからない」とい

う声も聞かれます。そこでその実現方法、さらに補助金等を活

用した「攻めのＩＴ投資」についてわかり易くご紹介します。

ITC群馬

経営課題を抱えた企業を徹底サポートする
「中小企業応援隊」

来場する中小企業者に対して、様々な分野に精通する専門相談

員をブースに配して、経営課題の抽出・課題解決の方向性を提

案します。また当イベント後のサポートして、よろず支援拠点

（群馬県産業支援機構）での継続的なサポートやミラサポによ

る専門家の派遣にも繋げます。

群馬県よろず支援拠点

エプソンのインタラクティブプロジェクターで

実現するコミュニケーション改革

エプソンのインタラクティブプロジェクターは、文教では電子

黒板、企業では会議等でのコミュニケーションツールとして活

用が進んでおります。実際の使い勝手を事例を交えながらご紹

介します。

エプソン

奉行i 8/V ERP 8シリーズで実現する情報活用と

業務生産性の向上

奉行i 8/V ERP 8シリーズは、企業内の誰もが、自由に情報を利

用できる「情報型ワークスタイル」を生み出し、さまざまなビ

ジネスシーンでの情報活用と業務生産性の向上を実現します。

オービックビジネスコンサルタント

ERP導入による個別最適化と全体最適化

各業務で複雑化、煩雑化している処理業務を MJSシステムに

より単純化、標準化を実現します。１）ExcelとMJSシステムが

内部連携を行い、帳票の自動作成を支援します。２）システム

で保持しているデータをExcelの指定セルへ出力する事で様々な

資料／帳票を作成します。３）WFを利用する事で、入力～計上

までを簡素化します。

ミロク情報サービス

ICカードと就業管理ソフトを活用した
勤怠管理の効率化

現在、出退勤管理を印字式のタイムレコーダーや手書き出勤簿

で管理されている企業様に対し、ICカードや就業管理ソフトを

活用した勤怠管理による残業手集計作業の効率化や過去3年間分

の出退勤情報の管理・各種帳票作成の簡略化をご紹介します。

クロノス

IC カードによる就業管理と入退室管理

一枚のICカード社員証を利用して手計算しているタイムカード

を自動計算したり、入退室システムと連携することにより扉の

施解錠まで一元管理することが可能となります。当日は実機を

ご覧いただきながらご紹介します。

アマノ

DocuWorksと業務管理システムの
連携ソリューション

FAX受信や文章管理などの周辺業務とGLOVIAsmart販売FMMAX

の連携を図り、業務の省力化を実現しました。原価管理BIの

「SHIN」も展示いたします。デモンストレーションを交えご紹

介します。貴社のお悩みをお気軽にご相談ください。

システム・アルファ

基幹システム

基幹業務システム「大臣シリーズ」

一般・特定業種向け財務・会計、販売管理、人事・給与、顧客

管理といった、目的や用途に応じた製品をそろえ、基幹業務の

効率化を実現する、“使いやすい”システムをご紹介します。

業務の合理化や経費削減などを通じて、お客様の経営戦略をサ

ポートしています。

応研

ブースガイド

アイデアは、手間なく、モレなく、シェアしたい。

だから、コピーボードはネットワークボードへ

社内LANやデジタル機器を通じて、議論内容の保存や閲覧、印刷

まで思いのまま。

もちろん、情報の漏洩リスクに配慮したセキュリティも強化。

プラスの「ネットワークボード」が日々のアイデアワークにさ

らなるスピードとパワーをもたらします。

プラス



テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

● 事前予約セミナー ----------------------------- 事前の参加予約が必要なセミナーです。

● セミナーコーナー -------------------- 展示会場内に設置されたセミナーコーナーで開催します。（定員：各12名 予約不要）

基調講演のご紹介

本イベントに関するお問い合わせは、下記メールアドレスにご連絡ください。

元気な群馬応援フェア 事務局：gmx-event@gmx.fujixerox.co.jp

7/16(木) 13:00-14:30 (90分) 開場12:40 定員120名602

【基調講演】

「システムと人間力の融合」

”見える化”で不採算路線を再生

「“見える化”したデータの意味を解き明かすのは人間の力」と提唱。大

手バス会社が撤退した路線を引継ぎ、便数は1.5～3倍、利用者は25％増

加。運行キロ数は5％減少させた。（サービス向上とコスト削減の両立）

バスの乗降口に赤外線センサーとGPSを取り付けて「どの停留所で何時

に何人が乗降するか」のデータを収集し、利用率の悪い時間帯などをあ

ぶり出し、時刻表やルートの変更に加え、地域づくりを取り入れて改善

していく取り組みをご紹介します。

イーグルバス株式会社

代表取締役

谷島 賢 氏

7/16(木) 15:00-15:50 (50分) 開場14:40 定員120名602

【基調講演】

おもてなしの本質

温泉宿塚越屋七兵衛・香雲館
代表取締役（女将）

塚越 左知子 氏

創 業 150 年 の 温 泉 旅 館 の 女 将 が 語 る 「 お も て な し の 本 質 」

倒産寸前から学んだ仕事の本質とは、物を売ることではなく、物（者）

に命を吹き込ませることでした。DocuColor1450GAの導入により生み出

した、社員のわくわく、お客様の感動、未来への期待。伝統文化と最先

端技術が繋ぐ「幸せの連鎖」をお話しさせていただきます。

7/17(金) 13:00-14:30 (90分) 開場12:40 定員120名602

【基調講演】

“浪速のカリスマ添乗員”が語る、

ほんまもんのサービスはこれや！

「旅行」という手段を使って非日常を提供し、心の底から笑い、楽しみ、

充電して元気になってお帰りいただく。お客様の喜びと笑顔のために誠

心誠意を尽くすこと、それが私の仕事です。人の喜びを自分の喜びとし

て、お客様の笑顔を求めて突き進みます。

講演では、その私の熱意を語ります。きっと、みなさんのヤル気と元気

を引き出すことと信じています。

株式会社日本旅行
西日本営業本部 個人旅行営業部 部長
おもしろ旅企画ヒラタ屋 代表

平田 進也 氏

【基調講演】

「製造現場でタブレットは使えるの?」

ある金型屋のiPad利用までの道のり

株式会社 ツバメックス

金型部 主任

荒井 善之 氏

新潟県の金型メーカー。新興国によるコスト競争に対抗するため『超短

納期』を掲げました。3DCADや富士ゼロックスDocuWorks、QRコード

による電子化、そしてiPadなどを活用して、かつてない短納期を実現し

た事例をご紹介します。

7/17(金) 10:30-11:30 (60分) 開場10:10 定員120名602

セミナー出展会社 ＊ 詳細は、元気な群馬応援フェア 2015案内状 セミナー紹介をご覧ください。

アドビ システムズ
イーグルバス【基調講演】
双日システムズ
ソフトバンクコマース＆サービス
塚越屋【基調講演】

ツバメックス【基調講演】
日本旅行【基調講演】
富士ゼロックス
富士ゼロックス群馬
富士ゼロックス総合教育研究所

ＩＴＣ群馬
アマノ
イープラス
インフォテック
エクス
ＳＣＳＫ
ＮＩコンサルティング
エヌジェーケー
エヌ・ティ・ティ・アイティ
ＮＴＴ東日本
エムオーテックス
オービックビジネスコンサルタント

応研
クオリティソフト
クリエイティブマシン
クロノス
サイボウズ
シマンテック
シムトップス
Ｓｋｙ
ソフォス
大東化工
高崎共同計算センター
ネットエージェント

ピコテクノロジーズ
福井コンピュータアーキテクト
富士ゼロックス
富士ゼロックス関東
プラス
ブルーポート
マップマーケティング
ミロク情報サービス
ワールドスカイ

（五十音順）
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