
展示紹介

展示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。
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。

■ お申し込み方法

コード 営業No.

下記お申込み専用ページもしくはQRコードからアクセスし、お申込みください。

http://www.fujixerox.co.jp/acx/event/kakushin2019summer/
お申込期間  〉〉〉 2019年7月8日（月）～ 7月24日（水）

セミナー参加のお申し込みに際しては、下記のコードと営業No. の入力が必要になります。

■ お問い合わせ
富士ゼロックス愛知株式会社 MS部 営業推進課
担当：加藤/木村　TEL：052-684-5163

　模倣品被害から「いかに自社商品を守るか？」「いかに印刷物
（金券などを含む）を模倣防止するか？」を安価なソフトで実現
していく方法をご紹介します。

① 偽造防止デザインソフトウェア「Super Line」
アビッド・フレックス株式会社

　デジタルと紙（DM）の双方の良さを融合させたクラウド型
マーケティングシステムをご紹介します。

② Smart CRM
ビートレンド株式会社

　印刷業界では案件の小口化・競争の激化の中で、生産性の向
上が大きな経営課題となっています。受注・入稿業務～生産・
出荷業務において、「手書き・二重入力」や「煩雑なファイル操作」
など、印刷会社様でのRPA 活用事例についてご紹介致します。

③ RPA：Auto JOB名人、印刷業名人
ユーザックシステム株式会社

　印刷業務における工程の見える化を実現します。ジョブのグ
ルーピング、スケジューリング、外部システムとの連携などに
より効率的な生産を実現します。

④ Production Cockpit
富士ゼロックス株式会社

　自動用紙搬送、CCD カメラによる素早い位置合わせにより
大幅に生産性を向上できます。
　各種ソフトウェアを付属しており、実際の速度、仕上がりを
ご覧いただけます。

⑤ カッティングプロッタ（Auto Sheet Feeder 付）
グラフテック株式会社

　特殊色サンプルを豊富に展示。ゴールド・シルバー・ホワイ
ト・クリアトナーの活用法を実物でご確認ください。

⑥ Iridesse サンプル
富士ゼロックス株式会社

　実際にお客様で活用しているサンプルを展示。各社のアイデ
ア・取り組みを実物でご確認ください。

⑦ インバウンド販促 サンプル
富士ゼロックス株式会社

　「名刺カッター：プロスカットPCM-15N」、「1,200mmカッ
ター」、「ホワイトインパルス」を展示。後加工の生産性向上や仕
上がりの向上にお役立てください。

⑧ 各種後加工機
インターテクノ株式会社

　web を介した入稿・校正確認で営業の機動力を大幅にアッ
プ。短納期対応のデジタルプレスの効果を最大化でき、労働生
産性の向上、働き方改革を実現します。

⑨ Webポータルシステム XMF Remote
富士ﾌｲﾙﾑｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社

IridesseTM Production Press
VersantTM 3100 Press
VersantTM 180 Press

DocuColor 7171 P (Model-ST) ※特色対応
DocuColor 1450 GA (Model-NE)

その他各種プリンター

　ミニセミナーを担当する講師が直接お客様からご相談を承
ります。『相談コーナー』にお気軽にお越しください。実務相談、
法令相談、個人相談、あらゆる悩みにお答えします。

⑩ 税制補助金相談コーナー
富士ゼロックス株式会社

 「経営基盤
の強化」と

「新たなJ
OB獲得」

に向けて

主 催：富士ゼロックス株式会社
共 催：富士ゼロックス愛知株式会社／富士ゼロックス愛知東株式会社／富士ゼロックス岐阜株式会社
 富士ゼロックス三重株式会社／富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社

交通のご案内
● 地下鉄東山線「伏見駅」（6番出口）より
　 徒歩5分

お客様各位

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年は米中貿易戦争、消費増税など日本経済に大きく影響を与える事柄が目白押し
です。
一方ではインバウンドでの訪日外国人数は今年も過去最高を更新見込みで、今秋には
ラグビーワールドカップ、来年には東京オリンピックも開催されます。
印刷業界を取り巻く環境は不透明さを増しておりますが、その中でも次世代を見
据えた経営基盤強化とデジタル化に対応したビジネスへの変革で業績向上を実現
している企業もあります。
今回のセミナーではこのような企業の事例や取り組みをお伝えすることで、事業
変革/新たなビジネス創造へのヒントとしていただきたいと考えております。
ご多用の折とは存じますが何卒ご来場を賜りたくご案内申し上げます。　　　　

敬具

富士ゼロックス株式会社
グラフィックコミュニケーションサービス営業部 第二営業部　大隅 和也

日　時 ： 2019年7月25日（木）
 展示 10:30～18:30
 セミナー 12:00～18:00
会　場 ： Document Hub Square Nagoya
 名古屋市中区栄1-12-17
 富士フイルム名古屋ビル 2F/3F

名古屋経営革新セミナー
2019 Summer

参加無料／事前登録制ご招待
【印刷業の皆様へ】



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。

経営基盤強化に向けたマーケティング
～全日本DM大賞/銀賞および審査員特別賞受賞「焼肉やまと」のCRM成功実例など大公開～
ビートレンド株式会社
東日本営業本部 スマートDM担当部長
藤井 洋孝 氏

　全日本DM大賞に入賞したやまとダイニングのDM＆スマートフォンアプリの施策について、システム提供と制作を手
がけたビートレンドのスマートDM担当部長である藤井様にご登壇いただきます。焼肉やまとが実施したDMの具体例や、
アプリ＆ロイヤルカスタマー向けDMによる施策とその効果など、デジタルと紙の効果的な運用方法を実例を交えてお話
しいただく予定です。
《プロフィール》
1995年、株式会社サンマルク (現：株式会社サンマルクホールディングス )入社。『サンマルクカフェ』1号店を店長として立ち上げた後に、事業開発部長と
して複数の新業態開発や商品開発に従事。『ベーカリーレストラン サンマルク』では取締役およびダイレクトメールなどの責任者として販促・CRMを管掌。 
2016 年、ビートレンド株式会社においてアナログとデジタルを融合させた次世代型ダイレクトメール事業（スマート DM）立ち上げに伴い参画。スマート
DMの第一人者として、3年連続で全日本DM大賞へ入賞を果たす。

メインセミナープログラム 2F　セミナールームA/B

コンプライアンス順守による経営基盤の強化
～『ムリ！』から『できるかも？！』に変える働き方改革とは！
　働き方改革のPDCAを回そう～
SMG社会保険労務士法人
河村 真樹子 氏
　法改正は待ったなしで施行ラッシュ。しかし、現場は…。現場の諦め感漂う空気。そういった空気感は、仕事自体のモチ
ベーションを奪っていきます。
　働き方改革ついていけない➡ムリだって➡でもやんなきゃいけないから残業時間削減➡しかし仕事の量は減らない➡
疲弊する➡仕事のモチベーション下がる➡無目的無目標の社員増加➡離職者増加➡人材不足➡採用➡コストかかる
　このような負のサイクルに陥っている印刷業の方々！働き方改革は組織改革です。今ここで、会社自体が変わるチャン
ス！ピンチをチャンスに変える働き方改革のヒントをお伝えします。

見える化による経営基盤の強化
～見える化による経営改革と従業員の意識改革～
株式会社共立アイコム
代表取締役 社長
小林 武治 氏

　私は変革が必要とされる印刷業界で、常に何が必要かを考え試行錯誤してきました。確かに生産性の上がる設備投資やデ
ジタルを活用した新しい取組も大事な要素ですが、それ以上に大切なのは、経営理念や将来ビジョンを社員と共有すること
であると痛感しています。理念を自らの意思にまで昇華させた組織は最強の組織となります。
　その理念実現のための環境作りに必要不可欠な要素が「印刷工程の見える化」であり「働き方改革」ではないでしょうか。
共立アイコムの取組は途に就いたばかりで成果を語るまでには至りませんが、このセミナーを通じて皆様と情報共有でき
れば幸いです。
《プロフィール》
昭和 33（1958）年、静岡県藤枝市生まれ。上智大学卒業後、同業他社で修行の後、家業の共立印刷に入社。営業部長、取締役を経て、平成 23年より現職。

《プロフィール》
岐阜県出身の岐阜在住。長男出産後、社会保険労務士の資格を取得。社労士事務所勤務を経て、企業人事の世界へ。独立後は、採用から労務管理まで幅広く相談
できる社労士として企業をサポートしている。 

ミニセミナープログラム　定員：各30名

12:00-13:00 定員：100名（受付開始 11:40）①

14:00-15:10 定員：100名（受付開始 13:40）②

16:10-17:10 定員：100名（受付開始 15:50）③

　勤務環境における様々な課題はありませんか？
　煩雑な勤怠集計の効率化や、労働基準監督署からの指摘への対
応、勤務時間等の打刻の不正を防止したい等…さらに昨今では、
様々な要因から、適切な労働時間の管理と柔軟な働き方がしやす
い環境の整備が求められています。
　あらゆるニーズにきめ細かくこたえる先進機能を搭載した「就
業管理システム」で ”働き方改革 ”してみませんか？

⑥ 13:10-13:40

労務管理の効率化 ～悩みどころの改善事例～
ピー・シー・エー株式会社
中部営業部 名古屋支店　伏屋 崇 氏

3F 302会議室

　印刷業界では案件の小口化・競争の激化の中で、生産性の向上
が大きな経営課題となっています。中でも受注・入稿業務～生産・
出荷業務においては、お得意先の個社対応が要求されます。そこ
では手書き・二重入力や煩雑なファイル操作など、生産性を低下
させる業務が散在しています。
　今話題の RPA。日々繰り返されるこれらの業務を自動化する
ことができます。当セミナーでは、印刷会社様での RPA 活用事
例についてご紹介致します。

④ ①13:10-13:40 / ②15:20-15:50

印刷業におけるRPA活用法 ～RPAで業務の自動化～
ユーザックシステム株式会社
パートナービジネス営業部 西日本営業グループ　松尾 好二 氏

3F 301会議室

　Production Cockpit は、印刷業務における受注情報の登録～
印刷～後加工～検品～発送完了までの各工程を管理するワーク
フローです。
　ジョブのグルーピングやスケジューリング、外部システムとの
連携により効率的な生産を紹介します。

⑧ 13:10-13:40

『印刷・業務フロー改革』コックピット
富士ゼロックス株式会社
GCS事業本部 SE部 西日本技術G　鈴木 俊生 氏 

3F 306会議室

　従来印刷ではデザインすることが難しかった、シルバー、ゴール
ド、メタリック、ホワイト等の印刷がデジタル印刷機にて簡単になり
ました。
　オンデマンド印刷ならではの短納期、少ロット、低コストが可能に
なっただけでなく、メタリック色の多色活用やグラデーションデザイ
ン、印刷や箔押しでもできなかった、シルバー、ゴールドの0.1pt細線
などの表現も現物サンプルを確認いただきながらご説明いたします。
　新たなデザインの可能性を発見いただけます。

⑨ ①15:20-15:50 / ②17:20-17:50 

特殊色で拡がるデザインの可能性
富士ゼロックス株式会社
GCS事業本部 マーケティング部 MarCom&教育UNIT　松永 公秀 氏 

3F 306会議室

　2019年は、7月の東京五輪プレイベント、9月のラグビーワー
ルドカップ開催とスポーツイベントに伴うインバウンドマー
ケットの拡大が見込める年です。
　このチャンスを逃さない為に、外国人観光客の消費拡大に直結
するPOD（Print On Demand）を活用した販促のポイントを九
州地区の事例を交えながらご紹介をいたします。

⑦ ①15:20-16:00 / ②17:20-18:00 

外国人観光客を逃さない！
～プリントオンデマンドを活用した販促のポイント～
富士ゼロックス株式会社
GCS事業本部 第三営業部 2G　岡部 美智 氏 

3F 302会議室

　国や自治体は、生産性向上につながる設備投資に対して法人税
や固定資産税の税制優遇措置を講じています。また、大型投資が
可能なものづくり補助金の 2次公募も予定されています。当セミ
ナーでは設備投資による生産性向上が働き方改革の推進に繋が
ることや税制優遇・補助金制度の活用のメリット、申請に必須と
なる経営力向上計画（国）や先端設備等導入計画（自治体）の策定
のポイントについてご紹介致します。

⑤ 17:20-17:50 

税制優遇とものづくり補助金の活用による生産性向上
～補助金・助成金、税制優遇制度の活用術～
富士ゼロックス株式会社
GCS事業本部 マーケットサポート部 販売促進G　粟田 和哉 氏

3F 301会議室
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⑦
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⑦
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⑧

⑨

⑨

④

⑤

開始 終了 メインセミナー （100名）
セミナールームA/B

ミニセミナー① （30名）
301会議室

ミニセミナー② （30名）
302会議室

ミニセミナー③ （30名）
306会議室

セミナースケジュール

コンプライアンス順守による経営基盤の強化
～『ムリ！』から『できるかも？！』に変える働き方
　改革とは！働き方改革のPDCAを回そう～

見える化による経営基盤の強化
～見える化による経営改革と従業員の意識改革～

経営基盤強化に向けたマーケティング
～全日本DM大賞/銀賞および審査員特別賞受賞
　「焼肉やまと」のCRM成功実例など大公開～

印刷業におけるRPA活用法
～RPAで業務の自動化～

労務管理の効率化
～悩みどころの改善事例～

外国人観光客を逃さない！
～プリントオンデマンドを活用
　した販促のポイント～

外国人観光客を逃さない！
～プリントオンデマンドを活用
　した販促のポイント～

『印刷・業務フロー改革』
コックピット

特殊色で拡がるデザイン
の可能性

特殊色で拡がるデザイン
の可能性

印刷業におけるRPA活用法
～RPAで業務の自動化～

税制優遇とものづくり補助金
の活用による生産性向上

12:00 13:00

13:10 13:40

14:00 15:10

15:20 15:50
　 は16:00

17:50
　 は18:00

16:10 17:10

17:20


