
参加費無料／事前登録制

日 時 2016年7月4日(月)・ 7月5日(火)

Creativeセミナー

アドビ システムズ株式会社

お申込みサイト

会 場

主 催

協 賛

富士ゼロックス東京ホームページトップより → 「Creativeセミナー」

http://www.fujixerox.co.jp/tkx/
6月14日(火)13:00からお申し込み開始

ベルサール六本木 B1 HALL D
東京都港区六本木7-18-18 住友不動産六本木通ビル
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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。

セミナースケジュール
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Creative セミナー

7/4(月) 7/5(火)
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【C3】10:30-11:30
経営者向けデザインアドバンテージセミナー

【C1】14:00-16:00
Creative Cloud環境で、DTP制作を最適化

【C2】16:20-17:40
2015-2016フォント総括

展示コーナー自由見学 16:00-16:20

【C4】13:30-14:10
(仮) 販促物の作り方を変えてみませんか？
～販促物に価値を与えよう！～

【C5】14:30-15:10
SNSマーケティングの基本

【C6】15:10-16:00
Twitter広告のビジネス活用

展示コーナー自由見学 14:10-14-30
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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。

7/4(月) セミナープログラムガイド

14:00-16:00 (120分) 受付開始 13:30C1

アドビ システムズ株式会社

マーケティング本部

名久井 舞子 (なくい まいこ) 氏

Creative Cloud環境で、DTP制作を最適化

16:20-17:40 (80分) 受付開始 16:00C2

株式会社スイッチ

代表取締役

鷹野 雅弘 (たかの まさひろ) 氏

Creative Cloudが提供するものは、デスクトップアプリケーションだけではありません。「モバイルアプリ」や、日々の制作をバック
アップする「サービス」を高次元で統合したクラウド時代の制作環境となっています。今、最新環境のCreative Cloudで「何ができる
か」をご覧いただくことで、普段の制作物をよりクオリティ高く、効率的に制作するためのヒントを得られるはずです。是非、ご参加
ください。
・デスクトップアプリケーションの最新情報（Photoshop、Illustrator、InDesign等）
・Creative Cloud環境を活用した制作ワークフロー（モバイルアプリ/各種サービス）

講師プロフィール
アドビ製品のプロモーションやデモンストレーションを担当。
不定期で放送される公式Ustream番組「デザインマガジンチャンネル」にてIllustrator、InDesignなどの製品担当で番組MCの岩本 崇のアシスタントとして出演。
製品の新機能やTipsをいち早くお客様に伝えている。

2015-2016フォント総括

昨年（2015年）10月にリリースされたOS X El Capitan（10.11）では、はじめてフォントワークスのフォントを採用。「筑紫A丸ゴシッ
ク」「クレー」などの高品位なフォントがOSに搭載されたことはインパクトです。 OS X El Capitan（10.11）とほぼ同時期にリリースさ
れたiOS 9では、システムフォントが「San Fancisco（SF）」に変わりました。一足先に、4月に発売されたApple Watchに搭載のSF
Compactのバリエーションです。海外では、スクリプト系のフォントが大流行。一方、日本では「A1明朝」の強力な存在感は残しつつ
も、「DSきりぎりす」「DSあかり」（ともにデザインシグナル）「ベビポップ」（フォントワークス）、「すずむし」「はせミン」
（ともにモリサワ）などのデザイン書体が人気でした。
このセッションでは、制作にかかわる方なら知っておきたい、2015-2016年のフォントまわりの状況を整理します。

展示コーナー自由見学 16:00-16:20 (20分) ※展示コーナーは、セミナー会場内です。

講師プロフィール
1996年にDTP制作プロダクション「株式会社スイッチ」をスタート。 その後、Web制作、コンサルティング業務にシフト。トレーニングやテクニカルライティングのほか、
書籍の企画や編集なども行っている。 2015年から大阪芸術大学 客員教授。
CSS Nite（Web制作者向け）、DTP Booster（DTP制作者向け）などのセミナーイベントを企画運営。DTP制作者向けの情報サイトDTP Transitを2005年から継続している。
テクニカルライターとして30冊弱の著書を持ち、総販売数は16万部を超える。主な著書に『10倍ラクするIllustrator仕事術（増強改訂版）』（共著、技術評論社）、『Webデ
ザインの現場ですぐに役立つ Photoshop仕事術』（共著、ソシム）など。
『10倍ラクするIllustrator仕事術』のプロモーションのため、2014年10月から2015年11月の13ヶ月で全都道府県縦断セミナーツアーをすべての県で完了。『10倍ラクする
Illustrator仕事術』は2011年版と合わせて3万部を突破。
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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。

アドビ システムズ株式会社

デジタルメディアマネージャー

岩本 崇 (いわもとたかし) 氏

経営者向け デザインアドバンテージ セミナー

10:30-11:30 (60分) 受付開始 10:00C3

アドビシステムズ株式会社

デジタルメディアマネージャー

岩本 崇 (いわもとたかし) 氏

(仮) 販促物の作り方を変えてみませんか？ ～販促物に価値を与えよう！～

13:30-14:10 (40分) 受付開始 13:00C4

7/5(火) セミナープログラムガイド

目まぐるしい速さで技術革新が進む現在、デザインやクリエイティブにかかる期待は、速さ、質ともに日々高まっています。また情報
発信するツールも多岐にわたり、そのクオリティを高めることも必須です。この講演では最新のデザインツール、Creative Cloudはどの
ようにビジネスをサポートできるのか、過去の製品とどう違うのか、コンプライアンスも問われる時代、無駄のない管理や購入方法等、
経営視点でツールとその利用方法をご紹介します。

講師プロフィール
2004年にアドビシステムズ社に入社。 Illustrator、InDesignなどの、DTPデザインツールを担当。一貫して広くデザイン、印刷、Digital Publishing市場へ最新製品を訴求。
日々行うセミナーでは、わかりやすい説明を信条としている。

富士ゼロックス首都圏株式会社 広域マーケティング部
プロダクトマーケティンググループ グループ長

若林 勝彦 (わかばやし かつひこ)

Creative Cloudが提供するものは、デスクトップアプリケーションだけではありません。「モバイルアプリ」や、日々の制作をバック
アップする「サービス」を高次元で統合したクラウド時代の制作環境となっています。今、最新環境のCreative Cloudで「何ができる
か」をご覧いただくことで、普段の制作物をよりクオリティ高く、効率的に制作するためのヒントを得られるはずです。是非、ご参加
ください。
・デスクトップアプリケーションの最新情報（Photoshop、Illustrator、InDesign等）
・Creative Cloud環境を活用した制作ワークフロー（モバイルアプリ/各種サービス）

展示コーナー自由見学 14:10-14:30 (20分) ※展示コーナーは、セミナー会場内です。

※C4・C5・C6のセミナーは、まとめて1つのお申し込みとなります。
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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。

14:30-15:10 (40分)C5

7/5(火) セミナープログラムガイド

講師プロフィール
上場企業にて中小企業のWebサイトサポートを数多く経験したのち、2011年に株式会社S-FACTORYを設立。Webコンテンツの制作や運用コンサルティングを中心に、企業の
「作戦」を練り実行を支援。ビジネスに成果を出す仕組みづくりで売り上げアップに貢献している。そのかたわらWACAウェブ解析士認定講師として大手広告代理店をはじめ、
Web制作会社、PCスクールなどWebマーケティングを活用する人達の育成にも力を入れている。
著書・寄稿、『ウェブ解析士認定試験公式テキスト』、『Web担当社forum』、『WebDesigning』、『テレコムフォーラム』など多数。
大阪出身。趣味は旅とバスケ。最近は0歳の息子との散歩。

株式会社S-FACTORY
代表取締役

井水 大輔 (いみず だいすけ) 氏

SNSマーケティングの基本

Twitter、Facebook、LINE、YouTube・・・結局どれが一番良いのか？最近Instagramが流行ってるみたいだけどうちの企業も使ったほう
が良いのか？そんな悩みを抱えている企業や担当者は多いのではないでしょうか？
SNSマーケティングの基本を押さえて置かないといつまでも新しいツールや流行りの手法に振りわされてしまいます。
今回のセミナーでは、事業の成果につなげるためにソーシャルメディアを戦略的に活用するためのヒントを教えます。

■こんな方にお勧め
・ソーシャルメディアの担当になったが何から始めてよいかわからない方
・運営はしているが売り上げに貢献しているか自信が持てない方
・ソーシャルメディアは必要ないと思っている方
・ソーシャルメディアを戦略的に活用したい方

講師プロフィール

ソフトバンククリエイティブと宝島社で雑誌広告の営業を経験後、アイレップでリスティング広告のコンサルティングに従事。その後、ウォルト・ディズニー・ジャパンに
てモバイル・ゲームコンテンツのマーケティングを担当。2015年よりTwitter Japanに入社し現職。全国各地でTwitterのビジネス活用に関する認知推進活動を行う。主に中小
規模のビジネスが展開する、集客や会員獲得などのマーケティング活動にTwitterがどのようにサポートできるかに注力し、より短期的な効果を生み出すための解説・事例コ
ンテンツの制作や配信を担当。

Twitter Japan株式会社
中小ビジネスシニアマーケティングマネージャー

森田 謙太郎 (もりた けんたろう) 氏

Twitter広告のビジネス活用

・Twitterユーザーの特性
-日本のユーザー3500万人 意外と多い
- 30歳以上 48％ 意外と大人もよく使う
-情報を「発信」「収集」そして「検索」

・無料でできる！ビジネス活用
-炎上って大丈夫？
-フォロワーってどうしたら増える？
-ツイートネタはどうやって考えたらいい？

・1000円台、30秒でできる「Twitter広告」
-意外と低価格で簡単
- Twitterならではのターゲティング手法
-事例をいくつか

15:10-16:00 (50分)C6
※C4・C5・C6のセミナーは、まとめて1つのお申し込みとなります。

※C4・C5・C6のセミナーは、まとめて1つのお申し込みとなります。
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DocuColor 7171 P
プロユースとして、オフィスユースとして、
高品質に使えるカラープリンター。

「美しい」を、「美しい」のままに。

正確な色再現性と、思い通りのカラー表現でオフセット印刷に迫る高品質

プリントを実現する、富士ゼロックスのDocuColor 7171 P。
プロユースとしての高い生産性、高品質、幅広い用紙対応に加え、オフィ

スユースに必要なスキャナー、コピー、

セキュリティーにも対応。

必要な機能をコンパクトに集約して、

活躍の場をさらに広げます。

各種マテリアル

販促物を作成するにあたり、美しく効果的に見せる各種コート紙、厚紙、

その他特殊紙をご用意いたしました。

7月4日(月) ・ 5日(火)

Adobe Creative Cloud

展示のご案内

「ムラなく」「ズレなく」「鮮やかに」…ゼログラフィーの頂点へ。
比類ない高画質を実現する富士ゼロックスのテクノロジー。

定評ある高画質をそのままに、RIP生産性の向上、ソフトウェア機能の充
実など、さらなる操作性を追求した、ネットワーク対応フルカラー複合機

DocuColor 1450 GA (Model-Ex)。高度なカラーマネジメント機能による正確
な色管理と色再現性、出力解像度2400 dpi、CMYK 1bit TIFFデータのダイ
レクト出力などにより、スムーズな印刷

ワークフローを実現します。

また、豊富な用紙対応、グロス調節機能

も搭載しており、高品位なオンデマンド

プリンターとしても活用可能です。

DocuColor 1450 GA
カラー・オンデマンド・パブリッシングシステム DTP向けプロダクションプリンター

Smart Promotion SkyDesk Media Switch
「つくる」プロセスから「使う」プロセス、
そして、利用ログで「いかす」までをトータルで支援。

販促用印刷物の内製化にあたって課題はありませんか？「デザイナーがい

ないので一定品質の販促用印刷物を作成できない」「社外からも作成した

販促用印刷物にアクセスしたい」。そんなときは、「Smart Promotion」が、
お客様の業務を支援します。

「Smart Promotion」は、インターネット上のデータセンターを月額課金制
でご利用いただけるサービスなので、手軽に導入できます。

Webブラウザーでアクセスするだけで独自設計のテンプレートを利用して、
誰もが簡単に販促用の原稿を制作できます。

さらには、Working Folderと連携することで、いつでもどこでも制作した
販促物をすばやく活用できます。また、利用ログも収集しているので制作

した販促用印刷物の効果を可視化することにより、事実に基づきながら次

の販促施策を検討することができます。

販促用印刷物の「つくる」プロセスから「つかう」プロセス、またそれを

使った後に「いかす」プロセスをワンストップのソリューションとして提

供することができる「Smart Promotion」をぜひご活用ください。

富士ゼロックスの画像認識技術を活用し、印刷物からウェブサイト
やコンテンツへリンクするマーケティングサポートサービス

「SkyDesk Media Switch」はクラウド上に印刷物データを取込み、オーサ
リングツール（編集ツール）で特徴量を抽出したマーク画像とリンク情報
をサーバーに合わせて保存します。
「SkyDesk Media Switch リンク設定サービス(複合機対応)」の利用により、
複合機でスキャンした印刷物データに複合機のパネル上でリンク情報を付
与することができます。

オーサリングが完了した原稿を印刷し、お客様に配布します。お客様は
SkyDesk Media Switchアプリケーションをインストールしたスマートフォ
ンで印刷物のマーク画像を撮影すると、リンクされたコンテンツにアクセ
スできます。

クロスメディアサービス

アドビシステムズ株式会社

販促物制作支援クラウドサービス
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※ 再生時間約７分



【アクセス】

｢六本木駅｣ 2番出口徒歩2分(日比谷線)
｢六本木駅｣ 4b出口徒歩4分(大江戸線)
｢乃木坂駅｣ 5番出口徒歩7分(千代田線)

会場アクセス

ベルサール六本木 B1 HALL D
東京都港区六本木7-18-18 住友不動産六本木通ビル B1
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5PのAdobe Creative Cloudに記載のあるマークをスマートフォンで読み取って下さい。
動画がごらんいただけます。



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。

●お問い合わせ●

富士ゼロックス東京イベント事務局 丸山・藤部
Tel ： 03-5908-3953
事務局メールアドレス： magazine@tkx.fujixerox.co.jp


