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1st Week｜Special Session

『デジタル田園都市国家構想』で見えてくる、
都市と地域が支えあう日本の未来～今、自治体や企業が取り組むべき事～

デジタル庁
統括官

国民向けサービスグループ長

村上 敬亮 氏

北海道ワーケーション
× Work Life Shift

社員がイキイキと働ける
ウェルビーイングの実現に向けて

クロスインダストリーで日本農業の課題を
DXで解決
～自動運転、AI、ローカル5Gの活用による省力化～

目に見えない企業価値を「つたえる」ためにS1-06

働き方
DX

昨年１１月、富士通/富士通Japanとしては全国で初めてとな
る「ワーケーションパートナーシップ協定」を北海道と締結しました。
今回は、北海道ならではのワーケーションの魅力や、北海道と富
士通の「Work Life Shift」とが連携して行う、官民一体のワー
ケーション推進の取組についてご紹介します。

日本を代表する健康経営リーディングカンパニーである株式会社
富士通ゼネラル。「人を思い活かす経営」をテーマに、健康に配
慮した職場づくりから健康経営の実現に向けて、これまでの歩み
と未来についてご紹介します。

株式会社富士通ゼネラル
サステナビリティ推進本部

健康経営推進部

部長 佐藤 光弘

～清水建設エバンジェリスト（元富士通）
× 富士通広報（元NHK）～

清水建設株式会社
デジタル戦略推進室

DX推進部 部長
兼 エバンジェリスト

及川 洋光 氏

富士通株式会社
広報IR室

松苗 竜太郎

DX、SDGsなどで注目される“企業の発信力”についてスペシャル
対談をお届けします。清水建設のエバンジェリスト（元富士通）
と、富士通の広報マン（元NHKアナウンサー）の“伝えるプロ
フェッショナル”２名が、新時代の企業価値の伝え方について語り
ます。

S1-04

ヘルスケア
SDGs

S1-05

農業
DX

S1-03

働き方

日本の農業の課題として担い手の不足や、生産物の輸出拡大
などがあります。これらの解決に向けて、総務省のローカル5G実
証事業を活用して、産学官民がクロスインダストリーで結集し課
題解決にチャレンジした事例をご紹介します。

関西ブロードバンド株式会社

専務取締役

宮﨑 耕史 氏

1st Week｜Industry/Business Trend Session

村上 敬亮 氏

1990年、通商産業省入省。IT政策、クールジャパン戦略の立ち上げ、
COP15、16等の温暖化国際交渉等に従事。2014年より地方創生業務に従事し、
2021年9月にデジタル庁統括官に就任。
2020年、「Agile50：公共部門を変革する世界で最も影響力のある50人」に選出される。

S1-01

基調講演
クロスインダストリー

2.15 13:30-14:00
限定
配信限定配信

2月15日(火)
13:30～14:00

限定配信限定配信

北海道 総合政策部 地域創生局
地域政策課 移住交流担当課長

三角 靖枝 氏

鹿児島大学
農学部

助教

末吉 武志 氏

総務省
情報流通行政局
地域通信振興課

デジタル経済推進室

課長補佐

小笠原 康一郎 氏

富士通Japan株式会社

鹿児島支社

吉岡 英行

2.15-21 期間配信



1st Week 2.15-21 期間配信

地域課題が山積する地方都市からデジタルの実装を進め、地域での課題解決の取り組みを地域間で共有すること
で新たな変革の波を起こそうとするデジタル田園都市国家構想。地域でのデジタル化の推進を自治体や地場企業、
先端テクノロジーを駆使して新事業創造の取り組みを行っているベンチャー企業との連携でサポートしてきた有識者
と構想の実現に向けてどのようなアクションが必要になるのかを議論します。

日本型デジタルトランスフォーメーションのヒントは
地域課題解決にあり！

富士通株式会社
理事

首席エバンジェリスト

中山 五輪男

一般社団法人 日本デジタルトランス
フォーメーション推進協会

代表理事

森戸 裕一 氏

デジタル庁
統括官

国民向けサービスグループ長

村上 敬亮 氏

（MC）
ビジネスタレント協会

代表

田原 彩香 氏

1st Week｜Industry/Business Trend Session

京都府警サイバー犯罪対策課
「サイバー犯罪の現状と対策」

京都府警察本部
生活安全部 サイバー犯罪対策課

ネットセキュリティ・サポートセンター

ネットセキュリティ対策係長

吾郷 孝一 氏

笑って学ぶ × SDGs
SDGsを徹底解剖！

S1-08

法改正

S1-09

SDGs

S1-07

セキュリティ

14:15~(約60分)

吉本興業株式会社
お笑い芸人

黒ラブ教授 氏

吉本興業は、国際社会の一員として、継続可能な開発目標（SDGs）に賛同し、「笑顔」につなげる
活動を通じて、より良い国際社会の実現に貢献・応援しており、様々な活動をしています。
今回SDGsについて、笑いを交えながら、楽しく！わかりやすく！ 徹底解剖していきます。

深い科学（STEM)漫談をする芸人。国立科学博物館認定サイエンスコミュニケータ、理系の
大学の講師、東京大学情報学環研究員、CSRリーダー、元宇宙教育リーダーでもある。NSC
卒業後、大学院やTAや研究員を経て大学の講師に。2012年には、科学技術に対する人々
の興味関心を広げるような科学コミュニケーションの推進に顕著に貢献した人に与えられる、科
学技術振興機構「サイエンスアゴラ賞」「フジテレビ賞」をW受賞。現在、科学技術に対する
人々の興味関心を広げるよう、お笑いライブや各種イベントを通じて科学啓発を行っている。

京都府警察
サイバー犯罪対策課
イメージキャラクター

才羽 京子

増加しているサイバー犯罪（フィッシング、偽サイト・詐欺サイト、
サポート詐欺、ランサムウェア等）について、事例やデモンストレー
ション動画を交えながら、その手口や対策等を中心に説明します。

全面施行直前！令和3年改正個人情報保護法

全業種・業態共通の
リスク可視化とその対策

2022年4月1日全面施行が確定している令和3年改正個人
情報保護法では、業種・業態を問わず全ての個人情報取扱事
業者が同一の義務を負います。顧客情報を保持しないケースが
多いBtoB事業者は特に、改正法への適法に向けて自社の事
前チェックは不可欠です。当セミナーでは実例をベースに、リスク
可視化と対策について解説します。

富士通株式会社

藤田 和重

S1-02

DX座談会

森戸 裕一 氏 2002年にナレッジネットワークを福岡で起業。企業や行政機
関主催の講演やセミナー、社員研修など、年間 200 回を超える登壇依頼をう
け、創業以来 3000 回以上の登壇実績を更新中。 2010年には全国47都
道府県の自治体・公的団体の地域情報化支援、成長企業のICT導入支援を
行うために一般社団法人日本中小企業情報化支援協議会（現一般社団法
人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会）を設立。 2016 年から総務
省地域情報化アドバイザー、 2017 年から内閣官房シェアリングエコノミー伝道
師としても活動し、この10月、一般社団法人シェアリングエコノミー協会 九州支
部を立ち上げ、支部長に就任。サイバー大学教授、名古屋大学・熊本大学大
学院客員教授でもあり、次世代人材育成にも注力する。

中山 五輪男 1964年長野県生まれ。法政大学卒業後、複数の外資系
ITベンダーさらにはソフトバンク社を経て、2017年富士通入社。最先端テクノロ
ジーを得意分野として年間約 200 回以上の講演活動を行う。書籍の執筆活
動や TV 番組出演の他、国内30以上の大学で特別講師も務めている。

※スケジュール・実施内容は、都合により一部変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

田原 彩香 氏 ビジネス領域専門タレントの「ビジネスタレント」としてピッチコン
テストやアクセラレーターなどのイベントの司会進行を担当。また、ベンチャーコミュ
ニティ【バンドオブベンチャーズ】の経営責任者として、インタビューやライブ配信企
画を行う。 2つの仕事で相乗効果を生む働き方、「パラレルキャリア・クロスワー
ク」の働き方を自ら実践している。

※期間中は以下のIndustry/Business Trend Session全講演を24時間いつでもご視聴いただけます
（Special Sessionは日時限定配信)

2.15 14:15-15:15
限定
配信限定配信

2月15日(火)
14:15～15:15

限定配信限定配信

プライバシーマークの審査員補、 ISMS（ISO27001）
資格者の観点から、世界的リスクであるサイバー攻撃に
関するリスクヘッジコンサルティングを展開。
経営者、セキュリティ責任者を対象に年間50講演以上を
こなす情報セキュリティ対策専門家。



「明日を読む」
～どうなる日本？どうなる世界？ニュースで伝えられないこの国の真実～

S2-01

ビジネス

製造
DX

今、世の中ではDXが叫ばれる中、どこか自分とは縁遠いことと
思っていませんか？今後起きる様々な制度対応を見据えつつ、
中小企業庁の第一線で活躍するゲストをお迎えして、「製造業は
今何をすべきなのか」について、富士通Japanの実践事例に加え、
中小企業庁の様々な取り組みについて、エバンジェリストが対談ス
タイルでわかりやすく解説します。

～デジタルが変える未来～
誰一人取り残さない「徳島DX」の実現

全国に先駆けて光ブロードバンド環境やGIGAスクール構想を実
現してきた徳島から、ローカル5Gによるスマート農林水産業・スマー
ト医療の実装事例や、児童生徒の学びを保障し、高齢者等の
ICT利用を支援する「デジタル人材育成」の取組みなど、「デジタル
田園都市国家構想」をリードする「徳島DX」をご紹介します。

データやテクノロジーで
アスクルが進めるEC物流のDX流通

DX

コロナ対策デジタル最前線
～地域と暮らしを守るDX～

コロナ感染初期から専門医と感染現場に入り、数か月後の社会
変化を予測して数々の感染症対策システムをスピード提供。
地域医療や地域振興の同時実現やコロナ社会における行政の
デジタル化の実践事例をご紹介します。

富士通株式会社
デジタルタッチポイント事業部

シニアマネージャー

生川 慎二

公益財団法人

e-とくしま推進財団
理事長

豊井 泰雄 氏

徳島県
副知事

勝野 美江 氏

富士通株式会社
シニアエバンジェリスト

武田 幸治

中小企業庁
経営支援部
経営支援課

課長補佐（統括）

柴田 寛文 氏

元読売テレビ報道局 解説委員長
大阪綜合研究所 代表

辛坊 治郎 氏

2nd Week｜Special Session

2nd Week｜Industry/Business Trend Session

報道の現場に長く携わってきた経験から、ニュースの見方や本質を解説。
旬な話題やニュースを通して、日本の未来を読み解きます。

S2-04S2-03

アスクル株式会社
執行役員 CDXO

テクノロジスティクス本部長

宮澤 典友 氏

EC物流のバリューチェーン全てを担うアスクルが進めるDXとは！
データ活用から導き出したラストワンマイルを意識した商品開発、
ドライバーの待ち時間を最小限にする入荷業務の効率化、
人手不足や高負荷業務対策と生産性を両立する実行型AI
ロボット、これらを実現するデータ基盤や人材育成について
具体的にご紹介します。

中小企業庁と本音で語る、
製造業が本当に今すべきこと
～製造業のDX実践事例を交えながら、エバンジェリストが解説～

自治体
DX

自治体
DX

S2-06S2-05

富士通Japan株式会社
関西・中四国エリア本部

徳島支社長

濱上 隆道

2.22 13:30-14:30 限定配信

2月22日(火)
13:30～14:30

限定配信限定配信

1956年生まれ。早稲田大学法学部卒。読売テレビ放送で報道局情報番組部長・解説委員長を経てシンクタンク大阪綜合研究
所代表。海洋冒険家。現在は、ニッポン放送「辛坊治郎ズームそこまで言うか!」（毎週 月～木15:30より生放送）のパーソナリ
ティー。主な著書『日本再生への羅針盤 この国の「ウイルス」を撲滅するにはどうしたらいいのか？』（光文社）、『自己責任 ～わず
か1週間の航海～』（KADOKAWA）『大マスコミが絶対書けない事 この本読んだらええねん!』（光文社）『壊されつつあるこの国
の未来』（KADOKAWA）等多数。

2.22-28 期間配信



※スケジュール・実施内容は、都合により一部変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2020年からの2年間でもっとも影響を受けたのは間違いなく働き方です。従来からフリー
アドレス、BYODなどなど働き方改革は進んでいましたが、新型コロナウイルスの感染拡大
により、大きく変化と進化を余儀なくされました。今やオンライン空間でコミュニケーションを
する時代、そのオンライン空間でのコミュニケーションのヒントと、新しいデジタルネイティブ世
代の考え方、さらには新しく登場したキーワードであるメタバースについて解説します。

進化する働き方とコミュニケーション、
そしてメタバースの世界へ

S2-02

最新
テクノロジー

マイクロソフト株式会社
業務執行役員 エバンジェリスト

西脇 資哲 氏

大学DXと富士通の取り組み

流通、⾦融、医療などあらゆる分野でDX(Digital Transformation)

が著しく進んでいます。大学様におかれましても例外ではなく、
多様化する学修者のニーズへの対応や従来からの業務の見直し
など、様々な取り組みが求められております。大学におけるDXの必
要性と「DXパートナー」としての富士通グループの大学DXの取り組
みについてご紹介します。

エバンジェリストが語る
デジタルで進化する世界

デジタルトランスフォーメーション… 世界は今、デジタルで大きく
変貌を遂げています。このセッションでは世界の最新事例を交え
ながらなぜ急速に進化するのか、その要因やポイントをご紹介し
ます。

富士通株式会社
シニアエバンジェリスト

松本 国一

富士通Japan株式会社
大学ソリューションビジネス部

部長 柴草 武臣

国税局OBの税理士が解説！

消費税インボイス制度の最新情報と
今すぐ準備すべきこと
～電子帳簿保存法改正から始まる取引の電子化～

2023年10月から始まる消費税インボイス制度、この対応を
電子インボイスにより行う場合、令和3年度改正された電子帳
簿保存法の対応が必要です。本セミナーではインボイス制度の
最新情報と電子化対応の検討のポイントを解説します。

SKJ総合税理士事務所
SKJコンサルティング合同会社

所長・税理士・業務執行社員

袖山 喜久造 氏

「ウィズコロナ時代の消費者動向」
～実例から学ぶ、2022年のキーワード～

コロナ禍に負けなかった商品は、実はいくつも存在します。逆風に
さらされた業界からもヒットは出現しました。それらは他の商品群と
何が違ったのか？売れている商品に共通するキーワードは何なの
か？全国の事例を現地取材してきた講師が、詳しくお伝えします。

日本経済新聞でも紹介されたIT「伝道師」。IT業界の著名カリスマエバンジェリスト。エバンジェリストとはわかりやすく製品やサービス、
技術を紹介する職種。現在はマイクロソフトにて多くの製品・サービスを伝え広めるエバンジェリスト。1990年代から企業システム、デー
タベース、Java、インターネットのビジネスに関与し、1996年からオラクル社にてエバンジェリスト、2009年からはマイクロソフト社にてエ
バンジェリスト活動を継続。コミュニケーションやデモンストレーションといった分野での講演や執筆活動も行い、製造業、⾦融業、官公
庁、教育機関などでのプレゼンテーション講座を幅広く手がける。著書に「エバンジェリストの仕事術」、「プレゼンは “目線” で決まる」、
「新エバンジェリスト養成講座」など。TOKYO FM 「エバンジェリストスクール！」のパーソナリティーを乃木坂46とともに3年間務める。

文教
DX

最新
テクノロジー

S2-08S2-07

法改正 トレンド

S2-10S2-09

1966年生まれ。「日経トレンディ」編集長を経て、2008年に独立。
消費トレンド分析、商品テストを専門領域とし、NHKラジオ第1「Nらじ」などに出演。

北村 森 氏

2nd Week 2.22-28 期間配信
※期間中は以下のIndustry/Business Trend Session全講演を24時間いつでもご視聴いただけます
（Special Sessionは日時限定配信)

2.22 14:45-15:45 限定配信

2月22日(火)
14:45～15:45

限定配信限定配信

サイバー大学IT総合学部教授
（地域マーケティング論、商品企画論）

特許庁 情報発信業務改善に係る支援事業
広報アドバイザー



オンライン展示一覧

展示名 製品名 出展社名

バーチャルロボットソリューション（ERPS） バーチャルロボットソリューション（ERPS） エコー電子工業㈱

点呼新時代へ　自動車総合安全プラン2025から読み解く「自動点呼」 AIロボット点呼「Tenko de unibo」 ㈱ナブアシスト

チャットボットじゃない！AI搭載FAQシステムふれあいコンシェルジュ 自然言語AI・QA支援システム　ふれあいコンシェルジュ 北日本コンピューターサービス㈱

手軽に導入可能なローカル5Gソリューション　PW300スターターキット
ローカル5Gスタンドアロンシステム「FUJITSU Network

PW300」スターターキット
富士通㈱

AI活用ソリューション「検査検品・異常検知・材料拾い・自動設計」
AI×検査検品、AI×異常検知、AI×材料拾い、AI×自

動設計、AI×レコメンド　ほか
㈱システムズナカシマ

「博物館ソリューション」　※ひがし北海道3社ソリューション共同出展
まちじゅうスクラップコレクション、音声解説タブレット、ふるさ

とぱすぽーと
ひがし北海道3社の会

SaaS型 環境経営情報サービス「EcoTrack」 環境経営情報サービス「EcoTrack」 富士通Japan㈱

デジタルレジリエンスサービス デジタルレジリエンスサービス 富士通㈱

「脱炭素」「カーボンニュートラル」実現へ！　コンプレッサ制御システム コンプレッサの省エネ（負荷予測台数制御システム） ミツイワ㈱

エフコムBPOサービス「Fcom-Smart-Agent」 Fcom Smart Agent（エフコム・スマート・エージェント） ㈱エフコム

チャットボット チャットボット ㈱佐賀電算センター

受発注～検収・請求までの全ての業務（やり方）を効率化 クラウド型Web－EDIサービス「きっと e! DI2」 ㈱YE DIGITAL Kyushu

スマートフォンひとつで安心・安全なサービスの提供を実現 ノータッチステイサービス 富士通Japan㈱

ファーストワンマイル・ラストワンマイルの移動を支えるMaaS オンデマンド交通サービス 富士通Japan㈱

DXにおけるデータ分析をより身近なものに！ データ分析ツール「Linxgate」 日本システム㈱

電子契約・証憑書類の一元管理からはじめるDXサービス「DagreeX」 DagreeX（ダグリークス） 都築電気㈱

コロナ禍の顧客接点強化やグローバル展開を支援するDXソリューション NetSuite 富士通Japan㈱

スマートシティ~人々が豊かに安心して暮らせる、持続可能な社会を実現~ スマートシティ 富士通Japan㈱

建設業向けサービス「SiteEye」 建設業向けサービス「SiteEye」 エイデイケイ富士システム㈱

総務業務デジタルトランスフォーメーション「SOUMU-DX」 SOUMU-DX ㈱YCC情報システム

365step’s/Microsoft 365定着化ソリューション
「365step’s」「コミュニケーション基盤 Microsoft 365定

着化ソリューション」
富士通Japan㈱

電子契約の導入～運営維持のアウトソーシングサービス DD-CONNECT 大興電子通信㈱

ニューノーマルな経費精算～電子帳簿保存法改正でペーパーレス化が加速～ 経費キャッシュレス ㈱さくらケーシーエス

ADVANCE勤怠クラウド（＋新商品ご案内） ADVANCE勤怠クラウド 関彰商事㈱

会議室予約・運用システムSmartRooms SmartRooms ㈱内田洋行

働き方の多様化を実現するための最適なシステム環境とは
FJDaaS（FJDaaS-V/FJDaaS with Citric

Cloud）、Box
富士通㈱

サイバー攻撃の脅威を世界最高峰のAIが予測・分析　ハッカーに先手を打つ!! SasaL セキュリティリスクモニタリング 扶桑電通㈱

SKYSEA Client Viewとすみずみ君で個人情報の管理を支援 SKYSEA Client View＋すみずみ君 Sky㈱

今実現すべきゼロトラストを構築するために必要なこととは
Zero Trust Network powered by Prisma

Access、FENICS 快適テレワークSaaSアクセスサービス
富士通㈱

顔認証システム - ARCACLAVISシリーズ ARCACLAVIS Ways ㈱両備システムズ

さまざまな業種で利用可能な新しい統合業務ソリューション（ERP） FUJITSU Enterprise Application GLOVIA iZ 富士通Japan㈱

成長企業の管理部門の働き方改革を支援するクラウドERP FUJITSU Enterprise Application GLOVIA きらら 富士通Japan㈱

JIIMA認証済！帳票電子化を加速！BtoBプラットフォームのご案内 BtoBプラットフォーム請求書 ㈱インフォマート

製造・流通・自治体・文教のITサービスマネジメントを強力にサポート
ITサービスマネジメントツール「CSStream

CloudWorks」
富士電機ITソリューション㈱

「HireVue」AIによる面接判定を活用した採用DXソリューション HireVue ソレキア㈱

働き方の新しいスタイルを支援 POWER EGG3.0 Chalaza POWER EGG  Chalaza 三谷産業㈱
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※出展内容は申込サイト掲載の「展示案内状」をご覧ください
※期間中は以下の全展示を24時間いつでもご覧いただけます



2.15-28 配信

展示名 製品名 出展社名
展示
ブース

企業の成長を加速・継続させる生産管理ソリューション GLOVIA iZ生産 PRONES GXi/ GXi HYBRID 富士通Japan㈱

施工から点検、メンテナンスまでクラウドでトータルサポート
FUJITSU Manufacturing Industry Solution

COLMINA 工事・メンテナンス
富士通Japan㈱

製造業様における生産スケジュール立案作業を支援 COLMINA Production Planning Support System 富士通Japan㈱

ものづくりDXを実現するCOLMINA 設計製造支援 iCAD SX COLMINA 設計製造支援 iCAD SX 富士通Japan㈱/iCAD㈱

デジタルデータを活用し、生産準備業務の前倒しと早期品質向上を実現
FUJITSU Manufacturing Industry Solution

COLMINA デジタル生産準備 VPS
富士通Japan㈱/デジタルプロセス㈱

設計～生産情報を一気通貫に伝達し、リード時間短縮やコストダウンを実現
FUJITSU Manufacturing Industry Solution

COLMINA 技術情報管理 部品表
富士通Japan㈱

工場見学向け多言語対応音声ガイドアプリ MUSENAVI（ミューズナビ） ピープルソフトウェア㈱

鋳造業向け生産管理システム ReMacs TypeC ㈱コスモサミット

業種対応型販売管理システム＋ローコードアプリ連携で業務変革を実現！！
FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart

FMMAX 業種テンプレート
㈱カイタックホールディングス

印刷工程管理システム 印刷工程管理システム ㈱HDC

ホテル向け業務システム GLOVIA smart ホテルSaaS GLOVIA smart ホテルSaaS 富士通Japan㈱

不動産管理業の業務プロセスデジタル化を支援 GLOVIA smart 不動産／ビルメンテナンス 富士通Japan㈱

流通BMS対応EDIパッケージ 「Speedikit Lite」
卸・メーカー様向け流通BMS対応EDIパッケージ

「Speedikit Lite」
富士通Japan㈱

クラウド型EDIサービス AZCLOUD SaaS EDiLINK AZCLOUD SaaS EDiLINK 富士通Japan㈱

ハードフリーによる新たなチェックアウトのご提供～新たな顧客体験の創造～ フィットPosSystem ㈱富士通四国インフォテック

食品製造業の作る・売る・運ぶを支援「FoodCORE」
FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart

FoodCORE
富士通Japan㈱

リテールビジネスのデジタルシフトを支援するBrainforce FUJITSU Retail Solution Brainforce 富士通㈱

ラストマイルにおける課題解決をサポートするフリート最適化サービス Fleet Management Optimization(仮称） 富士通㈱

入出荷在庫管理システム「LogiLite」 入出荷在庫管理システム「LogiLite」 西日本オフィスメーション㈱

診療所向け電子カルテHOPE LifeMark-SX Cloud HOPE LifeMark-SX Cloud 富士通Japan㈱

病院様向けクラウド型電子カルテHOPE Cloud Chart II HOPE Cloud Chart II 富士通Japan㈱

患者向け外来支援サービス　HOPE LifeMark-コンシェルジュ HOPE LifeMark-コンシェルジュ 富士通Japan㈱

データドリブンな健康経営とは　～健康情報のデジタル化から活用へ～
LifeMark HealthAssist / LifeMark 健康経営ソリュー

ション / e診断＠心の健康
富士通Japan㈱

介護に笑顔を届けるコミュニケーションロボット 介護ふれあいロボットシステム HIMBOT ㈱ヒミカ

介護現場で介護記録を簡単入力 モバイタルくん ㈱テクトロン

栄養管理システム AjiDAS 栄養管理システム 富士テレコム㈱

病理システム「Dr.HELPER」 病理システム「Dr.HELPER」 ひろぎんITソリューションズ㈱

タブレット問診入力システム タブレット問診入力システム アイ・ティ・エス㈱

Revista児童相談 Revista児童相談 ㈱フィデア情報総研

自治体様向け災害時業務支援 被災・り災証明書発行管理システム ㈱FSK

消防業務総合サポートパッケージ　救急統計システム 救急統計システム「AMBULYZE」(アンビュライズ) ㈱システムベース

奨学金管理システム 奨学⾦管理システム ㈱熊本計算センター

自治体様向け　Web霊園管理 Web霊園管理 ㈱青森共同計算センター

調査員の残業ゼロに貢献！MCWEL介護保険　訪問調査モバイルV2 MCWEL介護保険　訪問調査モバイルV2 富士通Japan㈱

戸籍事務支援のための電子書籍AI検索サービス MICJET 電子書籍AI検索サービス(仮称) 富士通Japan㈱

新型コロナ感染症対策ソリューション（健康観察チャット、ワクチン証明・陰性証明）
新型コロナ感染症対策ソリューション（健康観察チャット、

V-CHAT、V-RESULT）
富士通㈱

貴重な資料のデジタル化保存と活用により地域活性化や教育を支援
FUJITSU 文教ソリューション Musetheque デジタル

アーカイブシステム（ミューズテーク）
富士通Japan㈱

大学DXを支える基幹サービス「Campus-Xs」
FUJITSU 文教ソリューション Campus-Xs（キャンパスク

ロス）
富士通Japan㈱

様々なデータを統合、活用しエビデンスベースの大学経営をご支援
FUJITSU 文教ソリューション Unified-One　統合データ

ベース
富士通Japan㈱
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ご案内担当 お問い合わせ

◼ 富士通Japan株式会社
◼ 富士通株式会社

fjj-OnlineDays@cs.jp.fujitsu.com

FOD2022_ver.5

富士通 Japan Online Days 2022
運営事務局

富士通Japan株式会社

⚫ iCAD株式会社
⚫ アイ・ティ・エス株式会社
⚫ 株式会社 青森共同計算センター
⚫ 株式会社 インフォマート
⚫ 株式会社 内田洋行
⚫ 株式会社 HDC
⚫ エイデイケイ富士システム株式会社
⚫ エコー電子工業株式会社
⚫ 株式会社 FSK
⚫ 株式会社 エフコム
⚫ 株式会社 カイタックホールディングス
⚫ 北日本コンピューターサービス株式会社
⚫ 株式会社 熊本計算センター
⚫ 株式会社 コスモサミット
⚫ 株式会社 佐賀電算センター
⚫ 株式会社 さくらケーシーエス
⚫ 株式会社 システムズナカシマ
⚫ 株式会社 システムベース
⚫ Sky株式会社
⚫ 関彰商事株式会社
⚫ ソレキア株式会社
⚫ 大興電子通信株式会社
⚫ 都築電気株式会社
⚫ 株式会社 テクトロン

富士通Japanは、日本のために何ができるかを考え「日本を強くする会社」として、お客様や社会の課題を解決することで、
サステナブルな成長を支えてまいります。本イベントでは、日本が抱える多様な社会課題の解決や、イノベーションによる地域の
活性化に向けて、様々なビジネストレンドや地域からの事例をもとに、お客様が抱える課題解決に向け、より具体的な提案を
ご提供する場として、「富士通 Japan Online Days 2022」を開催いたします。皆様の新たなビジネスを創造する一助として
お役立ていただきたく、ぜひご活用賜りますようお願い申し上げます。

⚫ デジタルプロセス株式会社
⚫ 株式会社 ナブアシスト
⚫ 西日本オフィスメーション株式会社
⚫ 日本システム株式会社
⚫ ピープルソフトウェア株式会社
⚫ ひがし北海道3社の会（3社共同）

- 株式会社ズコーシャ
- 株式会社エイチ・シー・シー
- 株式会社 北見コンピューター・ビジネス

⚫ 株式会社 ヒミカ
⚫ ひろぎんITソリューションズ株式会社
⚫ 株式会社 フィデア情報総研
⚫ 株式会社 富士通四国インフォテック
⚫ 富士テレコム株式会社
⚫ 富士電機ITソリューション株式会社
⚫ 扶桑電通株式会社
⚫ 三谷産業株式会社
⚫ ミツイワ株式会社
⚫ 株式会社 両備システムズ
⚫ 株式会社 YE DIGITAL Kyushu
⚫ 株式会社 YCC情報システム

◼ FUJITSUソリューション祭り（九州）
◼ 富士通Japan トレンドセミナー（関西）

◼ 富士通ソリューションフェア（東北）
◼ FUJITSU Design Hokkaido（北海道）

ごあいさつ

お申し込み

オンライン展示 出展企業（五十音順）

協力

https://www.fujitsu.com/jp/fjj/onlinedays2022/

2月28日(月) 16:00までお申込み締切1月11日(火) 10:00からお申込み受付開始

お申込み受付開始日
まで表示されません
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