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参加無料／事前登録制ご招待

日 時：2019年 2月6日（水）

10:00～17:30

2019年 2月7日（木）

10:00～16:00

会 場：かごしま県民交流センター 大ホール

鹿児島市山下町14-50 2F

主 催：

Smart Work Innovation 
2019 in 鹿児島

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。日頃は、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、
この度「Smart Work Innovation 2019 In Kagoshima」Fair＆Seminarを開催する運びとなりました。ビ
ジネス環境が大きな変革の局面を迎えて、グローバルレベルでの競争力強化に取り組まれているとともに、急速
な人材の流動化による経営環境の変化、AI・IoTといった技術革新によるデジタルトランスフォーメーションへ
の加速など、これまでにない変化への対応が求められています。

一方で、人間にしか実現できない“知的生産性の向上”や、“活力ある組織の価値創造発揮”といった人間中
心のマネジメントが改めて注目されており、コミュニケーションの重要性が、これまで以上に高まりを見せてお
ります。本イベントでは、これまで培ってきたドキュメント･コミュニケーション技術を基盤とし、「制約から
の解放」・「専門性の開放」・「クリエイティブな働き方」の加速に向けて、“価値創造中心の働き方”の実現
を目指す『Smart Work Innovation』を提唱いたしました。

本セミナーでは、企業におけるコミュニケーション革新の実現に向け、急速に関心の高まりを見せる「定型業
務･ルーティンワークの自動化（RPA）による生産性の向上」・「クラウド時代の強固でセキュアなコミュニ
ケーション基盤構築」・「貴重なノウハウの可視化による技術伝承」・「顧客情報の活用によるマーケティング
の加速」といったソリューション&サービスをご紹介します。

敬具

■会場 地図 ■駐車場は、地下駐車場をご利用ください。

■お問合せ.
富士ゼロックス鹿児島株式会社 営業計画グループ
事務局担当 吉冨・鈴木
電話.099-254-4222
受付時間.平日8:45～12:00/13:00～17:30

＜講演内容は、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。＞

元キリンビール代表取締役副社長

田村 潤 氏

1995年に高知支店長とし
て、赴任したのち、四国４
県の地区本部長、東海地区
本部長を経て、2007年に
代表取締役副社長兼営業本
部長に就任。全国の営業を
統括し、2009年、キリン
ビールのシェア奪回を実現
しました。

基調講演

（経営者向け）

100戦100勝の『戦う集団』に変える

たった１つの方法

A-02 2月6日 13:30～15:00 受付13:00



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。

展示・デモコーナー

富士ゼロックス関連商品・サービス

ＦＸ- 2 お客様情報を活用したOne To One 販促支援

A3カラー複合機 新発売 ApeosPort-Ⅶ C7773シリーズ

＜展示構成などが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。＞

ＦＸ- １ 古文書の複製支援 地域創生支援の展示
歴史的に貴重書とされている文書のレプリカを制作し、寄贈する活
動を行っています。劣化のため、公開されていない古文書を直接手
に取り、巻物の全容を鑑賞でき、高い満足を頂いております。
また、地域創生では、対話会を通して住民が中心となり夢を実現し
ていくことで、ふるさとのみらいを創る活動を支援しています。

ニーズの多様化・メディアの多様化により、お客様は日々膨大な情
報を受け取っています。企業はニーズをより深く理解し、お客様に
あった情報を提供しなければなりません。WEB・名刺・展示会・商
談などの顧客接点で得た情報から、自社の商品がどのように役立つ
のか販促物の効果を高める現場を体感頂くコーナーです。

ＦＸ- 3  AI-OCR とRPA を活用した
定型業務自動化ソリューション

膨大な日々の定型作業（ルーチンワーク）を自動化し、「コア業務
にシフトしたい」、「“会員情報のデイリー登録作業”“毎月の請
求書消し込み”等、定型の紙から始まる様々な業務を自動化し、効
率化したい」などの課題を解決するソリューションをご紹介します。

ＦＸ- 5  煩雑な紙業務の効率化による生産性向上
～ DocuWorks を活用したSmart Work の実現～

注文書、申請書、稟議書などの紙書類を上司や、関連部署に回付す
る際、古いフォームを使用していたり、捺印漏れなどがあるなどの
ミスを抑制し、「業務手順を標準化させ、業務品質の向上を実現し
たい」という課題を解決するソリューションをご紹介します。

ＦＸ- 6 テレワークにおける
文書入出力の改善ソリューション

営業社員が多く、外出先や出張先でも「社内文書の取得が可能で、
文書プリントも行える環境を提供したい」といった課題をお持ちの
お客様へ、リモートアクセスやクラウドサービスや、WiFi環境を利
用したスマートな文書入出力環境をご紹介します。

ＦＸ- 7 富士ゼロックスが自ら実践する
“ 働き方改革” におけるコミュニケーション環境

弊社で実践しいているフリーロケーションの環境構築やSkypeを利
用した会議など、隙間時間を有効活用する実戦事例や営業社員によ
る外出先での見積書作成、上司による見積書承認など、クラウド
サービスや、モバイルを利用した言行一致事例をご紹介します。

ＦＸ- 4 クラウド時代の人に優しい“新複合機”体験

新複合機ApeosPort-VIICシリーズをご体感いただきます。
利用する人の立場を最優先に、”かんたん”に”やさしく”使え、
クラウドサービスなどとセキュアかつシームレスに”つながる”こ
とで、円滑なコミュニケーションを実現し、生産性向上に貢献致し
ます。

ＦＸ- 8 技術伝承ソリューション

労働力確保が困難な今日において、企業が存続・成長するためには、
極めて貴重でありながら、属人化しているノウハウの「見える化」
「継承」が重要です。企業内の情報資産（成果物）を体系立てて管
理するソリューションと、散在している情報の一括検索ソリュー
ションを組み合わせて、ナレッジの共有・活用をご紹介します。

ＦＸ- 9 解決！DocuWorks 9.0体験コーナー

「紙の持つ価値を電子の世界に」をコンセプトに進化を続け、国内
販売累計500万ライセンスを達成したドキュメント・ハンドリング
ソフトウェアです。今年1月にDocuWorks9が新登場し、「情報の
収集」「文書の編集」「チーム内での情報連携」がよりスムーズに
なりました。新たなDocuWorksの世界をご体感下さい。

ＦＸ- 10 経理業務改善ソリューション

大量に発生する領収書や請求書といった証憑を、手作業で会計ソフ
トに入力したりバインダーで紙管理をするなど、処理に膨大な時間
がかかっています。証憑を確認したいときに必要な情報がすぐに見
つからないなどの課題を、クラウドを活用した会計／経費精算ソフ
トと複合機が連携する経理業務の改善シナリオをご紹介します。

ＦＸ- 11 IT導入補助金 ご相談コーナー

IT導入補助金とは、生産性向上に資するITツールを導入するための
事業費などの一部を補助することで、中小企業・小規模事業者の経
営力向上を図ることを目的としている事業です。今回会場には、IT
導入補助金の対象となるソリューションを多数紹介しており、その
内容と手続き方法についてご紹介いたします。

ＦＸ- 12 富士ゼロックス鹿児島の働き方デモコーナー

クラウドやIT機器を活用した働き方とファシリティーの両面から取
り組みを開始し、コミュニケーション、言行一致、生産性向上、経
費節減を実現！かごしま働き方改革推進企業に認定されました。



（ミロク情報サービス）

協-2 複合機を使って経理業務をSmartに！
●MJSの財務会計システム「MJSLINK NX-Plus」では、富士ゼ
ロックスの複合機と連携し、経理業務のスマート化を応援します！
複合機で領収書を読み込むだけで、画像を解析し、仕訳として会計
システムに取り込むことが可能。月次決算の早期化・省力化に貢献
いたします。

協-1 どこからでも素早く簡単にネットワーク管理
●苦情が来てからトラブルに気づき対応が後手に回る。機器に設定
したＩＰアドレスがわからず対応が遅れる。ＩＰカメラやＡＰをリ
ブートするためだけに何時間もかけて移動する。そのような事態を
解決できるアプリ&クラウド製品をご紹介いたします。

（ネットギアジャパン）

（ウチダシステムズ）

協-4 社内資産を見える化するクラウド管理台帳

●物品管理クラウドサービス「Convi.BASE（コンビベース）」。
バーコード・ICタグなどを利用して、資産物品やIT機器などのあら
ゆる「モノ」の管理・棚卸しを支援。紙やExcel の台帳管理、目視
の棚卸しはもう限界！という声にお応えします。

協-3 奉行クラウド・奉行Edge

●環境変化・制度改正に強い「奉行クラウド」で、継続する消費税
改正にも確実に対応！更に、従業員とバックオフィス部門をつなぐ
『奉行クラウドEdge』でピンポイントの業務を安価に改善！
「OBC流働き方改革」をぜひご体感ください！！」

（オービックビジネスコンサルタント）

（富士通鹿児島インフォネット）

協-6 RPAによる業務作業自動化ソリューション
●EntreQue は、業務システムへのデータ入力からシステム運用ま
でご活用頂けるクラサバ型の自動化システムです。シナリオと呼ば
れる自動化したい作業の手順書を作成し、サーバに登録するだけで、
予め決められたスケジュールに合わせて人の代わりに作業を行いま
す。働き方改革、進めませんか？

協-5 つながる×ひろがる業務ソフト PCAクラウド
●攻めるなら経理から！ 働き方改革には業務と業務を繋げていく
ことが必要となります。会計・給与・販売管理ソフトのPCAが提供
する『PCAクラウド』は、Web-APIを介して様々なWebアプリ
ケーションと連動し、貴社の「働き方改革」を強力にサポートして
まいります。 （ピー・シー・エー）

（バッファロー）

協-8 快適な無線環境構築NWストレージのご提案
●さまざまな業種・用途に合わせて、ご提案をさせて頂きます。
無線環境の構築による業務の効率化や、観光や防災、サービスの観
点からも無線LAN整備に関して、官民問わずご提案可能です。
また、ネットワークストレージによるBCP対策についてもご紹介し
ます。

協-7 プロジェクターの新たな活用提案

●会議やプレゼンの効率が上がる『インタラクティブプロジェク
ター』華やかな空間演出を実現でき、スポットライトとしても使え
るプロジェクターをご紹介いたします。

（エプソン販売）

展示・デモコーナー

展示・デモコーナー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。

協力会社様一覧

（エコｰ電子工業）

協-16 スイッチIoTサービス＆生産管理システム
●工場の生産性向上に貢献するスイッチIoTサービス
安価に導入可能で、スイッチセンサーのため人手作業の実績収取が可能です。
中小企業の部品加工業様に特化した生産管理システム工程・機械・人員別の進
捗管理機能により、効率的な製造を実現します。

協-15 生産性向上や業務効率アップのご提案
●NASやサイネージをはじめとするIoTへの取り組み、お客様の課
題・問題の発見と解決の支援を行うための生産性向上や業務効率
アップを狙ったソリューションをご紹介いたします。

（アイ・オー・データ機器）

（ユニヴァ・キャピタル・ジャパン）

協-20 空調自動制御システムＥＳＣＯ－ＯＮＥ
●オフィスビル・工場・商業施設等の電力使用量で大幅な割合を占めている空
調機器、冷凍冷蔵庫のコンプレッサーを最適なタイミングで、３０分に１回～
２回コンプレッサーに負荷をかけずに制御（間引き運転）する事で、消費電力
を１５％～２０％削減します。電力会社より基本料金削減の認証を受けること
ができます。

協-19 基幹業務システム『大臣シリーズ』

●財務会計／人事労務管理／販売・顧客管理など、企業や組織の根
幹となる業務を手軽にシステム化し、将来の様々な変化にも柔軟に
対応可能なパッケージシステムとサポートサービスを提供します。

（応研）

（ダイナブック）

● 「働き方改革」の成功のために、より快適な使いやすさを実現し
たモバイルPCとモバイルエッジコンピューティングをご紹介いたし
ます。

協-22 最新モバイルPC協-21【業務改善プラットフォーム kintone】

●導入社数10,000社を突破した、注目のクラウドサービスkintone
Excelや紙で行っていた様々な業務の効率化から、基幹システムの拡
張まで種々の業務改善の基盤としてご利用頂いています。ブースで
はサンプルアプリの展示や実際の事例のご紹介を行います。

（サイボウズ）

（クロノス）

協-18 働き方改革対応！最新の勤怠管理システム

●あらゆる形態の勤務環境において、時間にまつわる情報を完全に
掌握し、活用する最新の就業管理システム。
サーバー不要。PCからもスマホからも、スマートに打刻・閲覧・申
請ができるクラウドサービスをご紹介いたします。

協-17 セキュリティ対策統合管理ソリューション

「SecureSeed Plus」
●IT資産管理・セキュリティ対策から無断残業・休日出勤を正確に
把握できていないPCを仕事以外の目的で利用している従業員がいな
いか心配、ＰＣやソフトウェア台帳管理の負担が大きい・・・など
の働き方改革のお手伝いをいたします。

（南日本情報処理センター）

（ウイングアーク1st）

協-14 社内データの見える化で働き方改革へ！

●国内シェアNo.1のBIツールである「Dr.Sum」「MotionBoard」。
導入社数7,000社超の国産BIツールを100社超のお客様事例を揃え
てご紹介させて頂きます。

協-13 生産性向上を実現する可視化経営システム
●可視化経営システムは、社内間の情報共有、顧客管理、営業支援
等の機能を有し、企業の経営体質強化並びに生産性向上の実現をサ
ポートするＩＴツールです。対象とする業務範囲に併せてのご提供

が可能なパッケージソフトですので、お気軽にご相談下さい。
（NIコンサルティング）

協-9 クラウド管理型ソリューションのご案内
●Cisco Merakiは、業界最大規模のクラウド・ネットワーキン
グ・サービスを運営し、世界中で数万のネットワークを稼働させて
います。無線NW機器、UTM、監視カメラを取り揃え、企業、病院、
銀行、小売業など各業種から信頼を頂いております。

（ダイワボウ情報システム/シスコシステムズ） （インターウェーブ）

協-10 現場の省力化をトータルで実現
●普段使いの”I-Construction”をサポート！国土交通省はi-Construction
を「深化」させ、2025年度までに建設現場の生産性を2割向上することを目
指しています。政府が進める「働き方改革」の流れとも相まって、ICT技術の
土木工事の現場への普及は急ピッチに進んでいます。ICT技術は普及・浸透か
らその活用、そしてBIM／CIMや、その他の多種多様な応用分野へとフィール
ドを拡大しつつあります。

協-11 NetApp データストレージシステム
●データベースをはじめとした企業システムの性能を最適化するア
プローチは一般的になってきました。SANとNASの共有/統合環境
で、充実のデータ管理と容易なクラウド接続を提供できるNetApp
のFAS/AFFシリーズをご紹介します。

（ダイワボウ情報システム/ネットアップ） （フォーエバー）

協-12 iPad活用とクラウドサービスによる業務改善
●iPadを活用したソリューションを中心に、業務改善を目指すサー
ビスをご紹介します。顧客管理、製造管理などさまざまなシステム
効率化や、サイボウズやKintoneによるクラウドサービスで働き方
改革をサポートします。また、ウェブサイトの運営相談も実施して
おります。



 

展示・デモコーナー

展示・デモコーナー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。

協力会社様一覧

※順不同※

（RPAテクノロジーズ）

●車を運転される方には、常に全員無事故で帰社していただきたい
ものです。交通事故の予防には、法則とコツがあります。このシス
テムを活用することで、さらにさまざまな相乗効果を生み出すこと
ができます。

協-26 RPAの実態RPAの現状の活用と今後の展望について協-25 日常の文書発送業務を効率化！

●請求書等の文書発送にかかる、手作業での封入作業を全自動化
へ！5分で300通。誤封入も防止。速くて正確な「封入封緘機」
「集荷終了対策」郵便発送の新提案！オフィスで押印、そのままポ
ストへ。簡単便利な「郵便料金計器」

協-28 書類整理で「働き方改革」 ～アクティブ～

● 【モ・バコ】 社内をスマートに移動
【KaTaSu】 「書く・立てる・捨てる」で書類の検索性アップ
【モ・バコアップ】 仕事に必要なツールをまとめて収納、スムー
ズに移動できる社内持ち運び用バッグ

協-27 無停止サーバで安心、安全なIT環境を実現！

●安心・安全なIT運用を簡単・シンプルに実現する、ストラタスが
ご提供する2つの「止まらないシステム」（ftServer、ztC Edge）
をご紹介いたします。素敵なノベルティグッズもご用意しておりま
す。ぜひお立ち寄りください。

協-29 WinActorによる業務改善のご紹介

●日本国内における「高齢化社会問題」や、企業の課題である「働
き方改革」について現在、RPAを活用した業務効率化が注目されて
います。本ブースでは、業務改善を進めるためのヒントとなるよう
RPAソリューション「WinActor」をご紹介いたします。

協-31 原価・在庫・販売管理に強い売上原価Pro
●原価管理・在庫管理・顧客管理を網羅した販売管理ソフト「売上
原価Pro」をご紹介。
【対象業種】機械製造、設備・内装･リフォーム工事、ビル管理、

ソフト開発、事務機販売…etc
また工務店向けの「工事原価Pro」も展示。

（トワード）

（ピツニーボウズジャパン）

（日本ストラタステクノロジー）

（NTTデータ）

（アイ・ジェイ・エス）

（コクヨマーケティング）

●第四次産業革命で注目を集めるRPA。効果を十二分に実感してい
ただくためには、「成功とは何か」というゴールの設定が非常に重
要。RPAの国内実績No1の当社より、RPA活用の成功に欠かせない
ポイントを事例を交えご紹介。今後の展望についてもご説明いたし
ます。

協-23 社用車運転者向け交通事故ゼロ持続システム

協-30 PC周辺機器で働き方改革をご支援します。

●・のぞき見防止フィルター〈モバイルワークのぞき見防止〉
・タイプCドッキングステーション〈薄型PCの機能拡充〉
・WEBカメラ〈モバイルワーク SKYPEなど〉
・NAS〈外出先からのデータ閲覧〉

協-32 Office365で実現する働き方改革
●生産性を向上させる様々なツールが詰まったMicrosoft® 
Office365の概要説明とアドオンツールをご紹介いたします。
そのほか、販売促進や業務効率UPを目的としたデジタルマーケティ
ングツールも多数ご紹介いたします。 （ソフトバンクコマース＆サービス）

協-24 働き方改革の簡単セキュリティ
『Secure Access 』テレワークの安心ツール 事例紹介

●在宅ワーク サテライトオフィス・モバイルワーク・時差対応を安全に実現
できるクラウドサービスおよび、その仕組みを閉域網でも利用できる アプラ
イアンスをご紹介します。

（ソリトンシステムズ）

（エレコム）

協-33 名刺カッター PCM-15 

●名刺、各種販促用カード、チラシなどの内製化を実現する名刺
カッターシステムをご紹介します。

（インターテクノ）

協-34 カッティングマシン スキャンカット

（ブラザー工業）

●スキャンカットはハサミやカッターを使わずに、タッチパネルの
操作で紙や布、薄いプラスチックシートやステッカーなどをカット
できます。内蔵模様はもちろん、手描きのイラストなども手軽に
カットできるスキャナー内蔵のカッティングマシンです。

協-35 クラウド活用時のデータ保護ソリューション
●クラウド環境内ではセキュリティの対策に加えて、冗長化の構成が進んでお
りより安全性・信頼性の高い環境が提供されています。オンプレミスの２次
バックアップ先やさらに、オンプレミスのディザスタリカバリ先として検討さ
れるケースも増えてきています。そこでData Domain とクラウド（AWS、
Microsoft Azure）を組み合わせたデータ保護について様々な、活用方法をご
紹介いたします。 （デル）

協-36 最新の会議システム「Cisco Webex」
●「Cisco Webex」で新しいコラボレーション、働き方をご提案します。高
画質・高音質の専用機を会議室に設置。社内外からはPCやスマホのアプリ
ケーションを利用し、離れた拠点や取引先とのビデオ会議を実現します。

（プリンストン）

●TimeCreaterは「時間外のPC利用の制御」と「業務状況の可視
化」を通じて、業務マネジメントを円滑にすると共に、従業員が自
律的に働き方を見つめ直す風土を醸成します！
コミュニケーションロボット機能を様々なデバイスに供給するクラ
ウドサービスを展示しております。是非、お立ち寄りください。（富士通）

協-37 業務の見える化ツールTimeCreaterとロボットA

Iプラットフォームunibo ●「ExchangeUSE」導入実績1,700社以上の実績のあるワークフ
ローエンジン。稟議書・ 経費/出張旅費・総務諸届・その他申請書
などを柔軟にシステム化できます。
「軽技Web」企業内の各種データベースに蓄積された情報資産を有
効活用し、帳票・報告書・分析など簡単で行える「セルフサービス
ＢＩツール」です。 （富士電機ITソリューション）

協-38 ワークフロー「ExchangeUSE」＆「軽技Web」

●＜建設設備業＞業務に応じた各種特化システムで時短に貢献。ま
た、事業の実態のみえる化によりＰＤＣＡの定着及び生産性向上を
実現します。
＜保育施設＞日時、月次の業務を中心にＩＣＴ化による職員の負担
軽減を実現し、効率の良い保育業務を支援します。

（アシストプラン）

協-39 専用システムとみえる化による生産性向上

●全方位カメラシステム（900万画素）
1台のカメラで周囲360°の撮影を可能にしたカメラシステムです。
メガピクセルカメラの鮮明画像を活用し、ライブ/録画映像のPTZ操
作で設置空間全てを見渡すことが可能です。

（ドッドウエル ビー･エム･エス）

協-40 防犯カメラシステム（全方位カメラ）

● 展示会・セミナーお申込みはこちらから

https://kgx-fujixerox.minc.ne.jp/2019
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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。

株式会社オービックビジネスコンサルタント

西日本営業部 福岡営業所 第二グループ

副グループ長

三品 貴志 氏

元キリンビール代表取締役副社長

田村 潤 氏

社会保険労務士法人 HR Trust

特定社会保険労務士

江原 充志 氏

2月6日（水）

「働き方改革関連法対策セミナー」

2019年4月に働き方改革関連法が施行されます。
事業主さまは、年次有給休暇5日取得義務化や時間外労働の
上限規制など、対策せねばならないことが多くあります。
罰則や違反企業の公開など知らなかったでは済まされない
多くの事前対策が必要になります。
今回は、施行前のおさらいとして是非ご参加下さい。

キリン社内で業績苦戦しているエリアへの赴任。
急落するシェアの中で辿り着いた考えは「明確な理念」と「現
場力」を確立すること。
その後、当時のやり方を武器に、より大きな市場でも数字を反
転させ、いよいよ東京本社営業本部長として、全国でのシェア
一位奪還に立ち向かう。

働き方改革を実現するツールとしてRPAが注目され、概念的な
ことは理解しているものの「本当に効果があるの？」「どう
やって導入をすすめたらいいの？」等の疑念がぬぐえず、導入
が進まないといったお声をよく耳にします。
本セッションでは、弊社が支援させていただいた企業における
導入事例や富士ゼロックスにおけるRPA実践事例を交えRPAの
“勘所”をご紹介いたします。

基調講演 （経営者向け）

100戦100勝の『戦う集団』に変えるたった１つの方法

「本当のところRPAってどうなの？

導入して分かったRPAの勘所」

A-01 10:30～11:50 受付開始 10:00

A-02 13:30～15:00 受付開始 13:00

A-03 15:30～16:30 受付開始 15:15

セミナープログラムガイド

アドビ システムズ 株式会社

マーケティング本部

大倉 壽子 氏

2月7日（木）

「消費税改正直前対策セミナー」

消費税10%・軽減税率直前対策！
企業がやるべき実務を徹底チェック！
制度と照らし合わせたQ&Aやケーススタディで改正に伴う
実務を分かりやすく解説いたします。
また、消費税対応のシステム見直しポイントを奉行クラウドの
デモで実演するとともに対応準備のチェックリストで
誰でも準備の仕方をご理解頂ける内容となっております

2018年は明治維新150年、大河ドラマ「西郷どん」の放映で
大いに沸いた鹿児島県。鹿児島市内で本格化する再開発などが
追い風となり、ようやく景気回復の兆しが見えつつあります。
2019年の動きはどうなるのか？
本セミナーでは経済面を中心に今年の展望と課題を解説いたし
ます。

「2019年の鹿児島経済 展望と課題」

「安心かつ簡単に、プロの表現力を実現！

ビジュアルコミュニケーションで販促効果UP！！」

B-01 10:30～11:30 受付開始 10:00

B-02 13:00～14:00 受付開始 12：30

B-03 14:30～16:00 受付開始 14:15

＜セミナーおよび展示構成などが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。＞

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。

富士ゼロックス株式会社

SWI S&S営業部 ISS営業部 部長

佐藤 敏之 氏

株式会社 九州経済研究所

経済調査部長

福留 一郎 氏

他社との差別化が難しい時代、どんな販促ツールでお客様と
コミュニケーションを取っていますか？
アドビ製品を活用することで、普段ビジネス系ソフト（パワー
ポイントなど）で作っている企画書、販促物の見栄えを格段に
UPさせることができます。
最近は人工知能「Adobe Sensei」による制作のサポートも加
わり、作るプロセスが驚くほど簡略化されるようになりました。
短い時間でクオリティの高い販促物制作が可能です。
本セミナーは実例を交えながら制作フローをお伝えします。



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。

FAX番号 0120-333-068

準備の都合上、ご出席を確認させていただいております。お手数をお掛けいたしますが下記URL/QRコード申
し込みサイトから、または下記項目をご記入の上FAXにて、お申し込み下さいますようお願い申し上げます。

Smart Work Innovation 2019 in 鹿児島

参加申込書

＜個人情報の取扱いについて＞
ご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社およびあらかじめ弊社との間で機密保持契約を締結している関連会社、代理店、業務委託先、協賛出展企業などにおいて、
（１）電子メール、ダイレクトメール、電話、対面営業による商品･サービスのご紹介、（２）電子メールニュースの送信、（３）弊社が主催するイベントやセミナーの
お知らせ、（４）今後のイベントやセミナーを企画する際の調査・分析、（５）本イベントの運営上必要な連絡のために利用させていただくことがございます。
上記以外の目的で利用する場合は、事前にお知らせして、お客様の同意を得た上で利用します。また、個人情報は、法令および弊社プライバシーポリシーに基き適切に取
り扱わせていただきます。

※ 定員に達し次第、
締めきらせていただきます。

※参加申込書受領後、弊社より「受付完了のお知らせ」をメールまたはＦＡＸにて送付いたしますので◆の項目は必ずご記入ください。

お申込期限 2月4日（月）

セミナー番号 開催日時 セミナー名

A-01 2月6日（水）10:30～11:50 「働き方改革関連法対策セミナー」

A-02 2月6日（水）13:30～15:00 基調講演 「100戦100勝の『戦う集団』に変えるたった1つの方法」

A-03 2月6日（水）15:30～16:30 「本当のところRPAってどうなの？導入して分かったRPAの勘所」

B-01 2月7日（木）10:30～11:30 「消費税改正直前対策セミナー」

B-02 2月7日（木）13:00～14:00 「2019年の鹿児島経済 展望と課題」

B-03 2月7日（木）14:30～16:00
「安心かつ簡単に、プロの表現を実現！
ビジュアルコミュニケーションで販促効果ＵＰ！！」

◆貴社名

◆TEL ◆FAX

1

◆所属部門 お役職 ◆お名前（フリガナ） ◆e-mail

◆御来場予定日時 ◆参加ご希望のセミナー番号に○をしてください（下記の表にてご確認ください）

日 ： 頃 A-01 ・ A-02 ・ A-03 ・ B-01 ・ B-02 ・ B-03 ・ 展示のみ

2

◆所属部門 お役職 ◆お名前（フリガナ） ◆e-mail

◆御来場予定日時 ◆参加ご希望のセミナー番号に○をしてください（下記の表にてご確認ください）

日 ： 頃 A-01 ・ A-02 ・ A-03 ・B-01 ・ B-02 ・ B-03 ・ 展示のみ

3

◆所属部門 お役職 ◆お名前（フリガナ） ◆e-mail

◆御来場予定日時 ◆参加ご希望のセミナー番号に○をしてください（下記の表にてご確認ください）

日 ： 頃 A-01 ・ A-02 ・ A-03 ・ B-01 ・ B-02 ・ B-03 ・ 展示のみ

◆お問合せ.

富士ゼロックス鹿児島株式会社 営業計画グループ
事務局担当 吉冨・鈴木
電話.099-254-4222 受付時間.平日8:45～12:00/13:00～17:30

御社営業担当

 

お申込みサイト

https:// kgx-fujixerox.minc.ne.jp/2019
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