ご来場不要！

テレワーク対応の最新ソリューション！

オンラインセミナーWEEK
【参加無料・事前登録制】
日程：2020年

11月5日(木) ～ 11月24日(火)

会場：ご来場不要
無料のWebミーティングサービスを利用いたしますので
ご来場いただく必要はございません。

謹啓
日頃のご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス拡大によるビジネスへの影響を見通しづらい状況が続く中、政府からは新たな
生活様式が示されるなど、私たちの働く環境、働き方は大きく変わりつつあります。
そのような中、テレワークなどを活用した新しい働き方を模索する動きが活発化し、この機会に
労働生産性の向上を図ろうという動きもあります。
そこで、お客様へのお役立ち活動の一環として、オンラインセミナーを開催いたします。
ぜひ、最新のテレワークを促進あるいは課題を解決するツール、新たな働き方実践例をご視聴いただき
御社の経営・業務改善のご参考としていただけましたら幸いです。
敬白

セミナー会場にご足労いただかずに、パソコンやスマート端末（スマホ、タブレットなど）とインター
ネット接続環境があれば、どこからでもご参加いただくことができます。
● お客様がご関心のあるソリューションだけに参加可能
● マイクとスピーカーを通じて、その場で質疑応答が可能
● デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するソリューションを紹介

Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

■プログラム内容
05A

午前の部

11月5日(木) 10：00～11：00

05B

午後の部

11月5日(木) 14：00～15：00

「紙仕事」を劇的に効率化「Scan/申請/データ入力」

「紙仕事」を劇的に効率化「ペーパーレスFAX」

富士ゼロックス茨城株式会社 横山 繭美

富士ゼロックス茨城株式会社 横山 繭美

社内外の業務においてまだまだ残る「なくせない紙仕事」。電子

テレワークでファクス業務をおこなうには、紙に出さずに、どこ

化、電子運用により大幅に作業生産性、正確性、納期を改善しま

からでも確認でき、紙と同じように編集・加工ができる必要があ

す。各種典型的な「紙」業務改善イメージをご紹介いたします。

ります。DocuWorksとクラウドサービスにより、すぐに始めら

■提案ソリューション

れるテレワーク対応をご紹介します。
■提案ソリューション

業務別らくらくスキャン、DocuWorks
DocuWorks文書情報エントリー

DocuWorks、トレイ２ 、WorkingFolder

05C

10A

11月5(木) 16：00～17：00

11月10日(火) 10：00～11：00

「紙仕事」を劇的に効率化「電子署名3種」

今、注目の企業！ナカダイが取り組む新しい働き方

富士ゼロックス株式会社 田浦 裕明

株式会社ナカダイホールディングス

テレワークをしたいのに、「書類があるから」「捺印のためだけ

総合企画部 マネジャー 福崎 幸乃

ユーザー様
ご登壇

に」事務所へ出社。社外との契約で「契約書への捺印だけで2週

株式会社ナカダイは「使い方を創造し、捨て方をデザインする」

間」そんな経験はありませんか？ ペーパーレス化と押印の電子

リマーケティングビジネスを展開する今注目の企業です。同社が

化での解決イメージをご紹介いたします。

企業として大切にしている考えや社員がイキイキ働く環境づくり

■提案ソリューション

のためのお取り組みを、ユーザー様ご自身にご紹介いただきます。
■提案ソリューション

DocuSign、Adobe Sign、クラウドサイン、
DocuWorks、トレイ２、WorkingFolder

複合機、業務別らくらくスキャン、DocuWorks

10B

10C

11月10日(火) 14：00～15：00

11月10日(火) 16：00～17：00

サイバー攻撃に対抗する新しいアプローチ

富士ゼロックスがエンドポイントセキュリティ対策を考える！！

株式会社Blue Planet-works 鴫原 祐輔

富士ゼロックス株式会社 緑川 等

本講演では高度化・複雑化する脅威に対抗するセキュリティ対策

働き方改革に伴い、セキュリティーの脅威が増加しています。

をもっとシンプルかつ確実にするための新しいアプローチ方法と

「知る」「守る」「続ける」視点から富士ゼロックスのエンドポ

多層防御の形について、最新の脅威動向を解説しながらご紹介し

イントのセキュリティ対策に対する考えをお伝えします。

ます。Emotet等のマルウェアを用いた防御デモもご披露します。

■提案ソリューション
beatサービス、AppGuard （アップガード）、

■提案ソリューション
AppGuard（アップガード）

オフィスあんしんセキュリティサービスMA

12A

12B

11月12日(木) 10：00～11：00

11月12日(木) 14：00～15：00

DocuWorksで使えるスタンプと

“いつでもどこでも”回覧、出力、文書確認

DocuWorks電子印鑑の機能教えちゃいます

富士ゼロックス長野株式会社 三瓶 理恵
この数ヶ月、いつでもどこでも「会社と同様に文書を扱えたら」

富士ゼロックス長野株式会社 三瓶 理恵

「見積書などに印鑑を押し、受け渡しが出来たら」と思われた事

テレワーク促進に「ハンコ廃止」や「FAXのペーパーレス化」へ

はありませんか？ いつでもどこでも回覧、出力、文書確認する

の取り組みがニュースになりました。電子での文書回覧、確認、

方法をご紹介します。

承認にご活用可能なDocuWorksのスタンプ、DocuWorks電子

■提案ソリューション

印鑑の機能をご紹介します。

DocuWorks、トレイ2、 WorkingFolder、ネットプリント

12C

11月12日(木) 16：00～17：30

kintoneバーチャルオフィス&文書の電子化

90分間

富士ゼロックス群馬株式会社 秋谷 玲奈
サイボウズ株式会社 渡邉 義
「kintone×DocuWorks」で実現する新しい働き方を具体的な
デモンストレーションを交えて、ライブ感満載でご紹介します。
バラバラになっている社内の情報をクラウドで一元管理して、業
務の効率化やテレワークにも対応します。
■提案ソリューション
kintone（キントーン）、DocuWorks
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。

■提案ソリューション
DocuWorks、※アノテーションスタンプと電子印鑑

■プログラム内容
17A

午前の部

11月17日(火) 10：00～11：00

17B

午後の部

11月17日(火) 14：00～15：00

【製造業向け】kintoneアプリテンプレートの活用

Teams &Zoom使い分け

富士ゼロックス株式会社 SE部/ISS営業部

富士ゼロックス群馬株式会社 高山 勝樹・今井 正文

製造業ですぐに使える”kintoneアプリテンプレート”を富士ゼ

これからテレワークやWeb会議を検討する方は必見です。デモン

ロックスがご用意しました！。デモンストレーション中心に

ストレーションを交え、導入効果を紹介します。

kintoneを活用した”現場の”業務改善モデルをご紹介いたしま

・Zoomを利用したオンラインミーティング（Zoom初級編）

す。

・Microsoft365ではじめる働き方改革（Teams初級編）

■提案ソリューション

■提案ソリューション
Teams（チームス）、Zoom、MAX HUB （マックス・ハブ）

kintone（キントーン）

17C

11月17(火) 16：00～17：00

19A

11月19日(木) 10：00～11：00

Web会議に最適！最先端ミーティングボード

いま中小企業がAWSを検討すべき理由

ナイスモバイル株式会社 吉村 健吾

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社

Web会議ツールの利用が急速に拡大した一方で、それに適した

テリトリー本部 第一チャネル営業部 江頭 慶太

ハードウェアはまだ少ないのが現状です。今回ご紹介する

「AWSクラウドは大企業向けで、中小企業には向かないので

MAXHUBは会議や研修に必要な機能を集約したオールインワン

は？」とお考えの経営者様・IT管理者様に向けて、中小企業で

です。その魅力をたっぷりご紹介します。

AWSをご活用いただくメリットを、ご導入事例を交えて分かりや

■提案ソリューション

すくご説明いたします。

MAXHUB （マックスハブ）

■提案ソリューション
AWS（Amazon Web Service）

19B

11月19日(木) 14：00～15：00

19C

11月19日(木) 16：00～17：30

電子帳簿保存法と勘定奉行の活用

RPAの活用と対象とする業務の洗い出し

公認会計士 前原 大志 （株式会社スリーエス代表取締役社長）

富士ゼロックス株式会社 今村 大祐

株式会社オービックビジネスコンサルタント三木 輝彦

株式会社テンダ 奥澤 武士

ペーパーレス化の推進などを目的に取り組みが開始した電子帳簿

RPA（Robotic Process Automation）を理解し、RPAが効果

保存法。2020年度の法改正で緩和された内容と帳票・証憑管理

を発揮する業務の洗い出しを負荷を掛けずに行う仕組みを合わせ

のポイントを勘定奉行の活用と合わせてご紹介します。

てご紹介致します。

■提案ソリューション

■提案ソリューション
RPA、D-Analyzer（ディ・アナライザー）、Dojo（ドージョー）

勘定奉行

24A

90分間

11月24日(火) 10：00～11：00

ジョブ型対策！最新の人事制度・クラウドの活用

千葉県のみ

24B

11月24日(火) 14：00～15：00

労基法改正の理解と勤怠管理システムの活用

千葉県のみ

社会保険労務士法人スリーエス 代表社員 西川 真静

株式会社あしたのチーム 取締役 赤羽 博行
仕事の成果で処遇に反映する仕組みの必要性が増している一方、

株式会社オービックビジネスコンサルタント 三木 輝彦

自社に合うか不安と悩みは募るばかり。あしたのチームより具

テレワーク導入など働き方が急速に変化しています。労基法の改

体的な制度設計とクラウドを使った運用方法のポイントを解説。

正内容を正しい理解のポイントを社労士が分かりやすく解説しま

中小3,000社導入の秘密を公開！

す。効率的な勤怠管理ツールの活用を、就業・勤怠奉行の製品紹

■提案ソリューション

介と導入体験談を合わせてご紹介します。
対談あり）株式会社スリーエス 行木桃子 × OBC 三木輝彦

人事評価コンサル・人事評価クラウド

24C

11月24日(火) 16：00～17：00

Withコロナ時代のRPAを活用した新しい働き方

千葉県のみ

RPAテクノロジーズ株式会社 武山 弥和子
Withコロナ時代において、リモートワークの導入が進むにつれて
ワークフローの活用が見直されています。業務の自動化を行う
RPAによって実現できるWithコロナ時代の新しい働き方につい
て、RPAを販売して12年の実績を持つ老舗のRPAテクノロジー
ズからデモや事例を交えてご紹介いたします。
■提案ソリューション
bizrobo（RPA)
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。

■提案ソリューション
就業奉行、勤怠奉行

アンケートご提出の方に抽選で
各セミナー終了後にアンケートをご提出いただいた
お客様のなかから、最終日に抽選をおこない1名様に
「Mirroring BOX」をプレゼントいたします。
（懸賞品の提供元：ナイスモバイル株式会社）
＜会議用プレゼン機器＞
PCやスマホタブレットと
モニタをワイヤレスで接続
できます。
参考価格：￥109,780

■プログラム・カレンダー
時間帯

11/5（木）

10:00
11:00

「紙仕事」を劇的に
効率化「Scaｎ/申
請/データ入力」

11/10（火）

【05A】

14:00
15:00

16:00
17:00

【10A】

11/12（木）

11/17（火）

【12A】

【ユーザー様ご登壇】

今、注目の企業！ナ
カダイが取り組む新
しい働き方

【05B】

【10B】

「紙仕事」を劇的に
効率化「ペーパーレ
スFAX」

サイバー攻撃に対抗
する新しいアプロー
チ

【17A】

“いつでもどこで
も”回覧、出力、
文書確認

【製造業向け】
Kintoneアプリテ
ンプレートの活用

【05C】

【10C】
富士ゼロックスがエ
ンドポイントセキュ
リティ対策を考え
る！！

11/24（火）

【19A】
いま中小企業が
AWSを検討すべ
き理由

【24A】
ジョブ型対策！最
新の人事制度・ク
ラウドの活用
千葉県のみ

【12B】

「紙仕事」を劇的に
効率化「電子署名3
種」

11/19（木）

DocuWorksで使
えるスタンプと電
子印鑑の機能教え
ちゃいます

【17B】

【19B】

【24B】

Teams &Zoom使
い分け

電子帳簿保存法と
勘定奉行の活用

労基法改正の理解
と勤怠管理システ
ムの活用
千葉県のみ

【12C】
Kintoneバーチャ
ルオフィス&文書
の電子化

【17C】

【19C】

Web会議に最適！
最先端ミーティン
グボード

RPAの活用と対
象とする業務の洗
い出し

90分間

【24C】
Withコロナ時代
のRPAを活用し
た新しい働き方

90分間

千葉県のみ

■お申込み ～ セミナー当日までの流れ ・ 参加に必要な機器

Webサイト
から
お申込み
ください

受付確認
メールが
届きます

セミナー当日
無料のWeb
ミーティング
サービスに
アクセスして
ください

セミナーへの
参加手順が書
かれています

•

インターネット接続環境が必須です。

•

パソコンにはスピーカー（またはヘッドフォン）が
必須です。当方からの説明は音声と映像でお届けす
るためです。

•

ご質問をなさる場合は、マイクがあると便利です。
マイクがない場合は、ご質問はチャットで承ります。

•

Webカメラは必須ではありませんが、あればコミュ
ニケーションが取りやすくなります。

・・・ ご注意ください ・・・
■当日参加200名様まで：事前の参加登録は、人数を制限せずに受け付けいたしますが、セミナー当日は、Webミーテイ
ングにアクセスくださった先着順で200名様までご参加いただくことができます。大変申し訳ございませんが、システム
上の制限により、それを超えてご参加いただくことができません。事前の参加登録をいただいてもセミナー当日にご参加
されない場合もあります。セミナー参加をご希望くださるお客様のために、参加枠を有効に活用することを目的とした運
営となっておりますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
■不測の事態について：当セミナーは、多くのお客様が手軽にご参加いただけるように、
インターネットを利用して配信いたします。そのため、セミナー当日、弊社が管理でき
ない不測の事態（回線の混雑状況等）によっては、接続が不良となる場合がございます。
あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

参加登録サイト（参加登録は、セミナーごとに必要です）
https://www.fujixerox.co.jp/cbx/event/onlineseminar202011
【富士ゼロックス千葉株式会社 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、業務委託先等におい
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）本セミナー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。なお、今回ご提供いただいた個人情報は、法令および弊社内部規則に基づき厳重に管理いたします。詳しい取扱い
については、弊社プライバシーポリシーをご覧ください。
【富士ゼロックス千葉株式会社 プライバシーポリシーURL】 https://www.fujixerox.co.jp/cbx/common/privacy_policy

オンラインセミナーWEEK 千葉事務局
担当：ソリューション推進部 加瀬
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。

TEL：043-213-2238

