
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。

※ご来場は、PM5:30までにお願いします。
参加無料／事前登録制

お申込みサイト

主 催

Vol.1

会場アクセス

Document CORE Tokyo
（東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ 5F）

メジャー営業本部、ビジネスパートナー営業本部

AM 10:00 PM 6:00
六本木T-CUBE会場

2016.8 /3 水

【交通のご案内】

● 地下鉄南北線「六本木一丁目駅」直結

● 地下鉄銀座線・南北線「溜池山王駅」

(13番出口)より徒歩7分
● 地下鉄日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」

(5番出口)より徒歩7分

http://www.fujixerox.co.jp/tkx/product/event/doko2016s/ma.html

直面する経営課題をスマートに解決します!!

※7/14(木) 13:00～ お申込み開始



展示デモコーナー

法改正対応 基幹システム(ERP)による企業経営の効率化提案

セキュリティ強化 オフィスの基盤強化とセキュリティ強化

ソリューション名 製品・サービス名 出展企業（敬称略）

マイナンバー制度実務対応ソリューション マイナンバー取得管理支援ツール 富士ゼロックス(株)

統合型販売管理パッケージ スーパーカクテルシリーズ
(株)内田洋行
(株)内田洋行ITソリューションズ

中堅・中小企業向けERPパッケージ Galileopt NX-I / MJSLINK NX-I (株)ミロク情報サービス

基幹システムパッケージ（導入シェアNo.1） OBC 奉行シリーズ (株)オービック
ビジネスコンサルタント

基幹システムパッケージ PCA Xシリーズ ピー・シー・エー(株)

勤怠管理システム 勤次郎 日通システム(株)

電子帳簿保存法｢スキャナ保存｣要件確保
ソリューション

ScanSave アンテナハウス(株)

グラウンドコンサルティング Pマーク・ISMS・基幹コンサルティング 富士ゼロックス(株)

データ分析 / BIツール Tableau 伊藤忠テクノソリューションズ(株)

ソリューション名 製品・サービス名 出展企業（敬称略）

UTM（統合脅威管理） beat サービス 富士ゼロックス(株)

標的型攻撃対応ブリッジ型ファイアウォール One Point Wall ネットエージェント(株)

クラウド型エンドポイントセキュリティ
サービス

Symantec Endpoint Protection (株)シマンテック

クライアントPC運用管理ソリューション MaLion 5 / MaLion Cloud (株)インターコム

高品質通信回線サービス オフィスあんしん光 富士ゼロックス(株)

IT環境運用支援サービス ITあんしんサービスパックⅡ 富士ゼロックス(株)

ファイルサーバーソリューション iStorageパッケージ 日本電気(株)

SDSによる次世代型サーバーストレージ統合
仮想基盤

ハイパーコンバージドインフラ
ストラクチャー「Nutanix」 マクニカネットワークス(株)

全方位監視カメラ マルチアイシステム (株)ドッドウエルビー・エム・エス

コミュニケーション活性化ソリューション Skype for Business 協立情報通信(株)



展示デモコーナー

販売促進ソリューション POD活用による売り上げ拡大支援

ワークスタイル変革 働き方変革と生産性向上

ソリューション名 製品・サービス名 出展企業（敬称略）

プロダクションプリンター DocuColor 7171 P 富士ゼロックス(株)

印刷製本機器 AeroCut (株)ウチダテクノ

AR作成サービス / 電子ブック作成ソフト COCOAR / Actibook スターティアラボ(株)

ソリューション名 製品・サービス名 出展企業（敬称略）

データ受け渡しクラウドサービス Working Folder 富士ゼロックス(株)

モバイル高速無線サービス データ通信サービス モバイルLTE 富士ゼロックス(株)

モバイル機器セキュリティ対策 モバイルあんしんマネジメントサービス 富士ゼロックス(株)

コントローラー内臓アクセスポイント Aruba Instantアクセスポイント マクニカネットワークス(株)

ビジネス向けクラウドコミュニケーション
サービス

Office 365 日本マイクロソフト(株)

データレスPCソリューション Flex Work Place 横河レンタ・リース(株)

仮想デスクトップサービス VMware Horizon Air ヴイエムウェア(株)

パブリッククラウドコンピューティング
サービス

ニフティクラウド (株)富士通パーソナルズ

業務アプリ構築クラウド サイボウズ kintone サイボウズ(株)

シェアNo.1グループウェア サイボウズOffice10 / cybozu.com サイボウズ(株)

国内シェアNo.1ワークフローソリューション X-point (株)エイトレッド

クラウド型名刺管理サービス SkyDesk Cards R 富士ゼロックス(株)

クラウド型CRM / 顧客管理システム SkyDesk CRM 富士ゼロックス(株)

人材育成支援クラウドサービス SkyDesk Mixed Learning 富士ゼロックス(株)

遠隔会議ソリューション HD映像コミュニケーションシステム パナソニック
システムネットワークス(株)

テーマ、内容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。

複合機ソリューション 身近な業務ソリューションによる利便性の向上

ソリューション名 製品・サービス名 出展企業（敬称略）

複合機を利用したかんたん業務改善
かんたんスキャン / かんたんプリント
/ かんたんペーパーレスファクス

富士ゼロックス(株)

業務改善ソリューションパッケージ DocuWorks業務支援ソリューション 富士ゼロックス(株)

ドキュメント・マネジメント・ソフトウェア
/統合管理ソフトウェア

DocuShare
/ ApeosWare Management Suite 2 富士ゼロックス(株)

消耗品管理発注効率化ソリューション e-Qix（イー・クイックス） 富士ゼロックス(株)

ビジネスホン複合機連携ソリューション ビジネスホンLEVANCIO 岩崎通信機(株)



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。

【お問い合わせ先】

ビジネスパートナー営業本部

TEL：03-3908-3933

セミナーご参加希望のお客様は、下記URLよりお申込みください。

セミナーのご案内

■個人情報の取り扱いについて
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もとづき適切に取り扱わせていただきます。

http://www.fujixerox.co.jp/tkx/product/event/doko2016s/ma.html

10:30-11:30 (60分)M1

Security Insight

～サイバー攻撃への対応力を

強化するために知っておくこと～

株式会社シマンテック
ソリューションパートナー営業部
セキュリティ・エバンジェリスト

鴫原 祐輔（しぎはらゆうすけ） 氏

昨今、ますます高度化・複雑化するサイバー攻撃に対して
従来の防御主体のセキュリティ対策に限界が生じています。
本講演では国内だけでなく海外における事例を交えながら、
最新の脅威動向についてご紹介します。そして、国内で猛
威を奮う「ランサムウェア」へフォーカスを当てて対応力
を強化するための対策手段についてもご紹介します。対策
を強化したいけど、どこから見直して良いのかわからない
方へお奨めです。

ワークスタイル変革に必要な

３つのポイントとは

サイボウズ株式会社
ビジネスマーケティング本部
プロダクトマネージャー

和田 武訓（わだ たけのり） 氏

近年ワークスタイル変革への注目は高まっているものの、
多くのお客様では実施に至っていないのが現状です。創業
以来、一貫してグループウェアを開発・販売・運用してき
たサイボウズでは、様々な取り組みを行うことで、かつて
25％あった離職率が4％まで改善しました。社内で何が起
こっていたのか？社員が定着する理由は何なのか？サイボ
ウズの社内事例をお伝えいたします。

13:30-14:30 (60分)M2

[会場] 5F Patio-C

[会場] 6F Service Experience Arena

15:30-17:00 (90分)M3

請求書等の証憑書類の原本廃棄を実現する

スキャナ保存制度の最新動向と導入事例

について

アンテナハウス株式会社
営業部 S1営業グループリーダー

益田 康夫（ますだやすお） 氏

DocuWorksやトレイ2で電子化したDocuWorks文書を
アンテナハウス製ScanSaveでスキャナ保存対応する具体
的な国税要件確保方法などを説明します。

仮想化環境構築・運用の問題を根本から解決！

SDSによりシンプルを極めた最新仮想化基盤の

ご紹介 ～ハイパーコンバージドインフラ

“Nutanix”での解決事例～

マクニカネットワークス株式会社
営業統括部 ネットワークイノベーション営業部 第4課

太田 智子（おおたともこ） 氏

数年前よりコンバージドインフラと呼ばれる新しい仮想化
基盤の在り方が各ベンダーから提案されていますが、その
インフラは20年前と変わらないサーバー + ストレージで
構成されており、特にストレージ部分の管理性が課題と
なっています。
Nutanixは、最新かつ独自のSDS（サーバーとストレージ
を統合し、ソフトウェアで制御）環境を提供いたします。
本セッションでは、ハイパーコンバージドインフラストラ
クチャー市場のマーケットシェア52％を誇るNutanixの
最新技術動向や最新国内導入事例をご紹介いたします。

14:00-15:00 (60分)S1

受付開始 10:00 受付開始 13:00

受付開始 15:00 受付開始 13:30

※7/14(木) 13:00～ お申込み開始


