
Graphic
Communication 
Seminar 2018

GCS Weeks in Tokyo >> 2nd week

お客様各位

拝啓 貴社ますますご盛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。

この度「グラフィック コミュニケーション サービス東京（略称：GCS東京）」を六本木に新設いたしました。

GCS東京は、GCS領域の商品を中心とした最新の機器とソリューションを展示し、人と人、人と企業の、共感と理解を促進
する豊かなコミュニケーションをお客様と共に創る場となります。

「Graphic Communication Seminar」では、お客様の生の声や事例を展開。また一人ひとりに求められるコンテンツを業種業
務に適したかたちでお届けいたします。

AI・IoTによるコミュニケーションの革新は、私たちの生活やビジネスに大きな変化をもたらしています。

多様な人の感性や嗜好をタイムリーにとらえ、情報をより効果的に効率よく伝達する紙媒体と、デジタルメディアを有機的
に組み合わせ、お客様の心をつかむ「コミュニケーションの新しいカタチ」を皆様と一緒に考えていきたいと思います。

ご多忙の折とは存じますが、是非ともご来場いただければ幸いです。

敬具

富士ゼロックス株式会社

東京都港区六本木3-1-1
六本木ティーキューブ 6F GCS東京

交通のご案内：

■ 東京メトロ 南北線「六本木一丁目」駅 直結
■ 東京メトロ 日比谷線・都営地下鉄大江戸線

「六本木」駅 徒歩7分
■ 東京メトロ 銀座線・南北線「溜池山王」駅 徒歩7分

開催日時

参加無料 / 事前申込制

2018年

6月12日（火）・14日（木）・15日（金）

※6月13日(水)は開催を休止いたします。

10:00 ～ 18:00
（9:30受付開始 最終受付17:30まで）

会 場



講演プログラム TIME TABLE

6
12

火
TUE

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

A-02 A-03A-01

ドキュメントの力で提案を変える！営業を支える！ 10:00～11:10（70分）>>P.3A-01

ビッグデータを活用した共創マーケティングの取り組み
～「LOHACO EC マーケティングラボ」～ 14:00～15:00（60分） >>P.3A-02

富士ゼロックスの最新技術（AI）を活用した
パーソナライズコミュニケーション 15:15～15:45（30分） >>P.4A-03

会場／セミナールーム

6
14

木
THU

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

A-06 A-07A-04 A-05

EdTechが実現する新しい「学び」
デジタルか？ アナログか？ 10:00～11:00（60分） >>P.4A-04

紙の魅力を科学する! 
～なぜ紙は読み書きで好まれるのか～ 11:15～11:55（40分） >>P.5A-05

ブックオンデマンド活用前線！
～春陽堂様、小学館様の生の声～ 15:15～16:15（60分） >>P.5A-07

『出版未来予測 2018』
～出版業界のいまとこれから～ 14:00～15:00（60分） >>P.5A-06

会場／セミナールーム

※A-05と同じ内容です。

6
15

金
FRI

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

A-08 A-09 A-10

出版物流から業態変革！
～出版物流×ブックオンデマンド～ 13:00～14:00（60分） >>P.6A-08

経営課題と現場改善とを繋ぐ生産革新活動
～富士ゼロックス生産部門の取り組み～ 14:15～15:15（60分） >>P.6A-09

紙の魅力を科学する! 
～なぜ紙は読み書きで好まれるのか～ 15:30～16:10（40分） >>P.6A-10

会場／セミナールーム
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講演プログラムガイド 6
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火
TUE
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会場／セミナールーム（定員70名）

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

品質・プロセス統括本部長代理 兼 上流強化推進室 統括マネージャー

吉原 伸二 氏

ドキュメントの力で提案を変える！営業を支える！

講演概要

【第一部 : 宿谷講演】「提案力・営業力強化を支えるドキュメントセンターのご紹介」

富士ゼロックスは、ドキュメントカンパニーとしての経験を生かし、ドキュメントアウトソーシングサービス をご提供しています。その中でも、

お客様社屋内に「ドキュメントセンター」として常駐させていただきながら、「紙媒体」「印刷」に捉われないサービス（提案書テンプレート制
作・顧客データ管理・デジタルコンテンツ制作等）を展開しています。弊社言行一致活動・ソリューションを生かしたサービスのご提供による提
案力・営業力強化のご支援事例をご紹介させて頂きます。

【第二部 : 吉原氏講演】「お客様の欲しいものを届ける提案書の真髄 ～提案品質向上への道のり～」

市場の不透明さとクラウド化による一層の競争の激しさの中、ＩＴ業界にとって大切なことは、お客様の事業環境を正しく理解し、本質的な提案
に結びつけることだと理解しております。

当社も同様の環境下、提案プロセスや提案書のひな形の構築、提案人財の更なる強化、マインド面でのスキルアップを手掛けてきました。本講演
会では、提案プロセスや提案書のひな形の構築に焦点をあて、ご紹介します。具体的には、ドキュメントセンターを活用し、「分かり易い提案、
何を訴求したいかのポイント、短時間で良い提案骨子等」の仕掛け作りを数か年行ってきました。苦労点を交えた展開話をしますので、多くの方
にお聞き頂ければ嬉しく思っております。

吉原 伸二氏プロフィール

ＳＥや長年の営業経験を踏まえ、現在全社の品質向上を図るリーダー的立場。特に提案品質の向上は、今後の企業発展の要ととらえ、提案フ
レームワークの構築、提案人財育成などのタスクフォースを推進してきた。
システムアナリスト、中小企業診断士などの保有資格も活かし、経営と現場の融合を念頭に各施策を展開している。

10:00～11:10 （70分）A-01

富士ゼロックス株式会社

中央営業事業部 バリューイノベーション ジャパン

宿谷 愛美

アスクル株式会社

BtoCカンパニー ECマーケティング本部 広告販促 マネージャー

山本 絵里香 氏

ビッグデータを活用した共創マーケティングの取り組み
～「LOHACO EC マーケティングラボ」～

14:00～15:00 （60分）A-02

講演概要

2012年のビジネス開始以来、成長を続けるLOHACO事業。社内に研究拠点「LOHACO EC マーケティングラボ」を設置し、ラボ参加企業様には
LOHACOが保有するビックデータを開放し、共創マーケティングを実施されています。
ラボの取り組みの一環で、納品書チラシを開始。納品書チラシは、LOHACO事業が掲げる「パーソナライズ（1to1）強化」に寄与。
ラボでの取り組みを交えながら納品書チラシの事例をお話しします。

山本 絵里香氏プロフィール

大学在学中の2000年1月に株式会社サイバーエージェントに参加、すぐにEC子会社ネットプライスの立ち上げに従事し、ECに携わること18年。
ネットプライスでは特集企画、広告企画を経てコマースプロデュース事業立ち上げ、約100サイトの提携ECを企画運営。その後24バリュー事業
を企画、責任者に。
2010年アスクルとネットプライスのEC子会社アスクルに出向。
2012年ロハコ立ち上げに伴い、アスクルに転籍。
アスクルではロハコの売り場・各種販促企画の立ち上げ・運営を経て、現在ロハコのECマーケティングラボを担当。

講演内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※定員数を超えた場合は、サテライト聴講席をご準備いたします。
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会場／セミナールーム（定員70名）

富士ゼロックス株式会社

スマートワークイノベーション事業本部 ＳＷＩサービス統括 ＳＷＩアウトソーシング部
兼 スマートワークイノベーション事業本部 ＳＷＩオファリング統括 ＳＷＩ企画開発部

鈴木 真琴

富士ゼロックスの最新技術（AI）を活用したパーソナライズコミュニケーション
～実践事例のご紹介～

講演概要

富士ゼロックスは、2018年3月に新たな価値提供戦略として「Smart Work Innovation」策定し、AI（人工知能）およびIoT（Internet of Things）・
IoH（Internet of Humans）技術を活用した新たなサービスを4月より提供開始しています。
本プレゼンでは、マーケティング領域におけるAI活用として、商品推薦（レコメンド）、画像認識、自然言語処理技術などを織り交ぜた最新事例
をご紹介いたします。

鈴木 真琴プロフィール

国立大学法人 電気通信大学非常勤講師
日本消費者行動研究学界 学術会員
1997年より、マーケティング情報サービス企業にて、マーケティングリサーチャー兼マーケティングデータアナリストとして、幅広い業界に関
するマーケティングリサーチおよびPOS等の各種トランザクションデータ・統計データの解析に従事。
2011年富士ゼロックスに入社。マーケティング系データ分析を本業にし、社内ネットワークによる情報交換と技術の研鑽に取り組む。

15:15～15:45 （30分）A-03

6
14

木
THU 会場／セミナールーム（定員70名）

草郷 雅幸氏プロフィール

1996年4月にＺ会に入社。15年以上Ｚ会の教室に勤務。
2013年よりタブレットを活用した学習サービスの開発プロジェクトに従事。
2014年にiPadを活用した通信教育サービスのリリース（現iPadスタイル）、2017年に次世代型通信教育Ｚ会Asteria（イーラーニングアワード
2017で経済産業大臣賞受賞）の開発・リリース、
プログラミング教育事業やMOOCsなどの国内外企業との協業によるサービスの事業化など、教育ICTを活用した新規事業・サービスの立ち上げ
を行ってきた。教育ICTを活用し、学習効果の高い学びや多様な学習環境や学習機会を提供することにより、誰もが、この大きく変革する世界
においても、活躍できる力を身に付けられるようにしたいと願っている。

株式会社Ｚ会

経営戦略部

草郷 雅幸 氏

EdTechが実現する新しい「学び」
デジタルか？ アナログか？

講演概要

情報化、テクノロジーの進化、グローバル化など、今まさに、社会が急激に変化しています。そんな中、新しい学習指導要領が公示されました。
子どもたちが、急激に変化する時代を生き抜くための資質や能力を身に付けられるように、新学習指導要領の内容が大きく変わりました。
この新学習指導要領を実現できるかは、「学び」にイノベーションを起こす「EdTech」が鍵になります。
この講演では、様々な事例を交えて、EdTechが実現する新しい「学び」について説明しながら、EdTechとどのように向き合うのかを提案したい
と思います。

10:00～11:00 （60分）A-04

講演内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※定員数を超えた場合は、サテライト聴講席をご準備いたします。

※定員数を超えた場合は、サテライト聴講席をご準備いたします。
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会場／セミナールーム（定員70名）

株式会社メディアドゥ 株式会社出版デジタル機構

代表取締役社長

新名 新 氏

『出版未来予測 2018』 ～環境の激変から考える出版業界のいまとこれから～

講演概要

戦後70年続いてきた紙の出版物の配本システムが限界を迎えつつあります。
一方でコミックを中心に急拡大した海賊版リーチサイトは、順調に発展してきた電子書籍と紙書籍に深刻なダメージを与えつつあります。
Webの世界を中心に起きつつある環境の激変が出版業界の今後にどのような影響を与えるのか、国内外の最新の動きを基に2018年以降予想される
出版界の未来をお話しします。

新名 新 氏プロフィール

1954年東京生まれ。
上智大学文学部卒業後、80年中央公論社入社、96年角川書店（現KADOKAWA）入社、07年角川書店常務取締役を務める。
角川書店退社後、14年に出版デジタル機構社長就任。18年よりメディアドゥ社長、メディアドゥホールディングス副社長を兼務。

14:00～15:00 （60分）A-06

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事業本部

国内営業統括イノベーションセールス＆マーケティンググループ チームリーダー

塚本 猛

ブックオンデマンド活用前線！ ～春陽堂様、小学館様の生の声～

講演概要

2017年11月の「On Demand Book Digital Solution Seminar 2017」以来、様々な事例が出来ました。

新たな発想や手法を活用したブックオンデマンドのご紹介、実例として、株式会社春陽堂書店様、株式会社小学館様にもお越しいただき、出版社
様の生の声をお届けします。
さらにインクジェット機やトナー機を活用した書籍サンプルや、出版の付加価値提案を弊社技術とともにご紹介致します。

15:15～16:15 （60分）A-07

株式会社春陽堂書店

永安 浩美 氏

株式会社小学館

小学館 制作局 制作一課 課長

池田 靖 氏

富士ゼロックス株式会社 研究技術開発本部

柴田 博仁

紙の魅力を科学する！ ～なぜ紙は読み書きで好まれるのか？～

講演概要

ご存知のように、富士ゼロックスは紙へのマーキングでビジネスを行ってきました。

ならば、紙についてはどこよりも詳しい企業であるべきです。だからこそ、電子化への移行もうまくできる。紙と電子の使い分けもうまくできる。
そんな自負心を持ちたいものです。
弊社のこの立ち位置を研究の立場、そしてそれを支えるのは物理的なモノとしての紙の操作性のよさにあることを説明したいと思います。

柴田 博仁プロフィール

富士ゼロックス株式会社 研究技術開発本部 研究主幹。博士 (工学)。 東京工科大学 兼任講師。人工知能学会 理事。
ビジネス機械・情報システム産業協会 電子ペーパーコンソーシアム (JBMIA) 電子ペーパーコンソーシアム 副委員長。
専門はユーザインタフェース・デザインと認知科学。趣味は温泉、散歩、子育て。

11:15～11:55 （40分）A-05

講演内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※定員数を超えた場合は、サテライト聴講席をご準備いたします。
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富士ゼロックス株式会社

プロフェッショナル・アドバイザー部 エグゼクティブ・アドバイザー

丸山 和雄

経営課題と現場改善とを繋ぐ生産革新活動 ～富士ゼロックス生産部門の取り組み～

講演概要

富士ゼロックスは、2007年より鈴鹿生産事業所のマザー工場化をめざし生産革新活動がスタートしました。
現在では、XPW（Fuji Xerox Production Way）という名称で改善手法が確立され、毎年総原価の目標値を愚直に達成しております。

本セミナーでは、鈴鹿富士ゼロックス（株）当時の社長丸山より、現場改善に取り組みから経営改善に結びつけた活動の一部を、生々しい数字を
交えながらご紹介をさせて頂きます。

丸山 和雄プロフィール

1976年富士ゼロックス入社。 研究、技術開発、商品開発、生産技術部門での専門職、管理職、執行役員を経て、生産関連会社の経営を担当。
現在は、これまでの知見を生かし、お客様の生産現場へ足を運びながら改善活動のお手伝いを行っている。

14:15～15:15 （60分）A-09

講演プログラムガイド6
15

金
FRI

会場／セミナールーム（定員70名）

株式会社ニューブック

代表取締役社長

豊川 竜也 氏

出版物流から業態変革！
～出版物流×ブックオンデマンド～

講演概要

出版物流倉庫として創業したニューブックは出版社様と共に歩んできました。1996年をピークに出版不況を迎えている中、会社の生き残りをかけ

て、どの様に考え、行動したのか？出版業界に新たなイノベーションを起こす「プリントオンデマンド事業」など、数々の苦労を乗り越えつつ
様々な業態変革をしてきました。
こうした自社の体験談と、「最高の物流・流通」を提供し続ける100年企業となるべくこれからの展望をお話しします。

豊川 竜也氏プロフィール

立教大学を卒業後、出版市場売上ピークの1996年に父の会社に入社、
ビジュアル系バンドでプロを目指しながら働く中、折しも出版不況、倒産の危機を知り反省と挫折の中一念発起、
２代目が、自分たちの強みを活かしてオープンロジ というスタートアップを起ち上げたり、「私たちのすべては、世界中の読者に知識と感動を
届けるためにある」というミッションを掲げて、出版業界の物流革命に挑む。

13:00～14:00 （60分）A-08

富士ゼロックス株式会社 研究技術開発本部

柴田 博仁

紙の魅力を科学する！ ～なぜ紙は読み書きで好まれるのか？～

講演概要

ご存知のように、富士ゼロックスは紙へのマーキングでビジネスを行ってきました。

ならば、紙についてはどこよりも詳しい企業であるべきです。だからこそ、電子化への移行もうまくできる。紙と電子の使い分けもうまくできる。
そんな自負心を持ちたいものです。
弊社のこの立ち位置を研究の立場、そしてそれを支えるのは物理的なモノとしての紙の操作性のよさにあることを説明したいと思います。

柴田 博仁プロフィール

富士ゼロックス株式会社 研究技術開発本部 研究主幹。博士 (工学)。 東京工科大学 兼任講師。人工知能学会 理事。
ビジネス機械・情報システム産業協会 電子ペーパーコンソーシアム (JBMIA) 電子ペーパーコンソーシアム 副委員長。
専門はユーザインタフェース・デザインと認知科学。趣味は温泉、散歩、子育て。

15:30～16:10 （40分）A-10

※A-05と同じ内容です。

講演内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※定員数を超えた場合は、サテライト聴講席をご準備いたします。



信頼の技術を結集し、より美しく、より強く、
モノクロオンデマンドプリントが進化する

進化したプリント品質、生産性、後加工
によって、モノクロPODビジネスを強力
に支援します。
両面136ページ/分の最高連続プリントを
実現。

従来品より低い温度での定着が可能な
EA-Eco LGKトナーと安定した熱供給が可

能なロール定着器により、高速走行する
用紙への確実な定着を実現しました。

B9136/B9125/B9110

富士ゼロックス株式会社

Light Publisher

在庫レス、白紙化、人件費削減の要求に応えます。

枚葉B2紙 3000枚/時間：オフセット品質 Jet Press 720
連帳520mm幅 600 dpi, 100/200 m/分：1400/2800 ICCFPS（写真参照）
連帳 520mm幅 1200 dpi, 160 m/分：MJPシリーズ

これからのプリントオンデマンドを支える

インクジェット商品群（輪転型・枚葉型）
※商品展示無

富士ゼロックス株式会社

7

展示商品 Pick Up

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。

展示内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

各種後処理機

名刺・カードカッター・封入封かん機・卓上型後糊圧着機

インターテクノ株式会社
イトックスサプライ株式会社

ピツニーボウスジャパン株式会社

「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-NE)。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 (Model-NE)

富士ゼロックス株式会社

DTP向けプロダクションプリンター

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。

富士ゼロックス株式会社

カラー・オンデマンド・パブリッシングシステム

２つの業界初でオンデマンドプリンティングの常識を変える
オフセット印刷に迫る表現力を、スピーディーかつ安定的に！

業界初の6色プリントエンジンによって、プロダクション・フラッグシッ

プモデルならではの高い生産性や高画質、用紙汎用性や信頼性にかつて
ない表現力を加えたこの1台がお客様のビジネスに確かな違いを生み出し
ます。

Iridesse™ Production Press
プロダクションカラープリンター

富士ゼロックス株式会社

● 連動イベントのご案内

2018年6月7日（木）・8日（金）

Creative Festa June 2018
開催日時

会 場

10:00 ～ 18:00
（9:30受付開始 最終受付17:30まで）

富士ゼロックス株式会社
六本木ティーキューブ 6F
GCS東京

GCS Weeks in Tokyo >>1st week

1400 ICCFPS

IGAS2018(7/26-31)にて
最新の輪転型ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾚｽを世界初出展

株式会社アサクラ
桜井株式会社
株式会社竹尾

株式会社中川製作所
リンテック株式会社

ダイオーポスタルケミカル株式会社



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。

本書の内容は2018年5月現在のものです。

以下のお申込専用Webサイトからお申込みください。

https://dlife.fujixerox.co.jp/fx/gcsevent/reserve
受付期間：5/17(木) 9:00 ～ 6/8(金) 17:00
※講演のお申込みについては、満席になり次第締め切りとさせていただきます。

お申込み時に下記コードと営業ナンバーをご入力ください。

展示・デモコーナーのご案内 6/12(火)・14(木) ・15(金) 10:00 ～ 18:00

コード 営業ナンバー ※記載のない場合は担当営業に
お問合せください。

最新プリンターのご紹介1
当社GCS領域の最新プリンターをご紹介いたします。またスマートグラ
スを使用したお客様サポート支援についてご紹介いたします。

DocuColor 1450 GA / DocuColor 7171 P / IridesseProduction Press /
B9136 Light Publisher / インクジェット製品群

参加お申込みについて

お問合せ

本フェアに関するお問合せは、貴社担当営業または下記事務局までご連絡ください。

Graphic Communication Seminar 2018 事務局 Mail. gc-seminar2018@fujixerox.co.jp
Tel. 03-3584-3728

販促ツールのご紹介2
販促ツールとして、各種マテリアルメーカーの特殊用紙、各加工機メー
カーの機器をご紹介いたします。

事例・サンプルのご紹介3
業務別販促サンプル（冊子・ブック・チラシ・ＰＯＰ・封筒・トランス
プロモDMなど）や各種ラベル（プレミアム商品向けや製造工程でのバー
コードラベルなど）、MOEフィルムを活用した商品、海外最新事例・サ

ンプル、ユニバーサルデザインの考えに基づいた帳票アセスをご紹介い
たします。

業種別お客様ソリューション4
・富士ゼロックスAI技術を使ったSNS/VOC活用によるコミュニケーショ

ン強化【6/12のみ展示】

・紙と電子データへリンクさせ、紙の表現力を高めるクロスメディア
サービス『SkyDesk Media Switch』を活用シーン(実例)をご紹介いたし
ます。 富士ゼロックスの新技術紹介10

・一意識別技術 Yoctrace®。精度の高い照合で模倣品対策
・モバイル仕事環境の構築～VirtualなWork Space～
・AI技術を搭載した独自の高精度OCRによるお客様の業務効率化

・デザインの初期段階で、柔軟で創造的なアイデア出しが可能となる環
境「新しいデザインワークのカタチ」

RGBワークフロー カラーマネジメントサービス6
デザイン制作の現場でさまざまな種類の機器（ディスプレイ、プロジェ
クター、プリンター）の色不整合を解決し、無駄な修正作業やデザイン
制作の手戻りによる時間と手間のロスをなくします。

ネットワーク型の他拠点連携コラボ環境 IDT 
(Innovation Design Tool)7

iPadやWindows PCから手書き・キーボード入力し、大型スクリーン上で

カード型ディスカッションを可能にするネットワーク型の他拠点連携コ
ラボ環境IDT (Innovation Design Tool)をご紹介いたします。

ユーザー嗜好モデル8
好感をもたれるデザイン制作について、嗜好モデルを活用し、実際イ
メージ評価をしながらご紹介いたします。 【6/14のみ展示】

マーケティング支援ソリューション5
【販促物価値化ソリューション】－販促支援による顧客関係性強化－

顧客情報をタイムリーに集計・可視化し、お客様1人ひとりにあった情
報提供をスピーディーに展開し、顧客関係性強化を図ります。

【複数原稿仕分けソリューション】－資料作成における社内生産性向上－

異なる複数の原稿を出力から後処理まで効率よく自動化し、短納期対
応や業務品質の均一化により、社内生産性向上を図ります。

【印刷物在庫管理ソリューション】－資料作成における社内生産性向上－

販促印刷物の在庫情報を一元管理し、増刷・改訂への迅速な対応によ
り、営業現場での販促印刷物管理やトータルコスト改善が図れます。

海老名新センター（仮称）連携9
5月30日オープン予定の海老名新センター(仮称)は、技術開発拠点である

海老名に開設し、お客様との共創や変革を目指します。多様化する社会
や産業構造の変化を見据え、新しい気付きや発想を生むためのコミュニ
ケーションスペースや、IoT時代における印刷工場の未来像（Smart
Factory）を体感できる場となっています。
今回はセンターの概要やSmart Factoryの一部をご紹介します。

お申込Webサイト

協賛/協力企業様 出展ブース11
・文書編集・校正支援 ・出版系ソリューション
・教育系ソリューション ・デジタルコンテンツ管理
・エリアマーケティング

アドビ アプリケーション教育12
アプリケーションの操作スキルを有する人材育成(お客様の原稿作成から
出力までのスキル向上)のお手伝いをいたします。

K4.0

展示内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

https://dlife.fujixerox.co.jp/fx/gcsevent/reserve
mailto:gc-seminar2018@fujixerox.co.jp
fxX24da
タイプライターテキスト

https://dlife.fujixerox.co.jp/fx/gcsevent/reserve
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