Bridge for Innovation
Online 2022
～自社にとっての“変革”を見つける4日間～

参 加 無 料
事前登録制

日 時：2022年 2月2日（水）、3日（木）、9日（水）、10日（木）全34コマ予定
会 場：ご来場不要（Zoomウェビナー）
主 催：

謹啓
日頃のご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。
本年も、さまざまな社会課題の解決や法改正への対応といった課題を乗り越えながら、生産性向上や成長の実現
に取り組み続けることが求められています。弊社は、お客様のDX推進のご支援を通じて、お客様のありたい姿を
実現するお手伝いをさせていただきたいと考えています。
ぜひ、皆様のDX推進やイノベーション創出に向けた最新ツールや、法改正への対応方法などのコンテンツをご視
聴いただき、御社の経営・業務改善のご参考としていただけましたら幸いです。
敬白

本セミナーでは「Zoomウェビナー」を利用いたしますのでご来場いただく必要はございません。

日程とテーマ

DX Day

Cloud&Security Day

2/

2/

2（水）

3（木）

Innovation Day

法対応 Day

2/

2/

参加登録
サイト

9（水）
「富士フイルムBI セミナー」で検索

10（木）

https://biz5.fujifilm.com/online_seminar2202.html

プログラム・カレンダー
2/2（水）

2/3（木）

DX Day

Cloud&Security Day
10:00～

＜1A＞基調講演
デジタルトランスフォーメーション（DX）を
本当の意味で推進するために必要なマインドセット

＜2A＞基調講演
企業におけるサイバーセキュリティ対応
(管理体制、リスクの特定と対策、有事の備え)

株式会社圓窓 代表取締役

富士フイルムBI株式会社

元日本マイクロソフト業務執行役員 澤 円 氏

コンプライアンス＆リスクマネジメント部

神林 彰

11:00～
＜1B＞基調講演
富士フイルムビジネスイノベーションが取り組むDX
～全社横断での推進体制や取り組み施策～

＜2B＞Security Insight
～2021年のサイバーセキュリティ動向を振り返る～
株式会社Blue Planet-works

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
DX推進部

部長

土屋 敬司

13:00～
＜1C1＞出力環境見える化から業務デジタルへ
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

＜1C2＞ワークフローでバックオフィスのDXを促進!

＜2C＞【経営者向け】ITを経営の力に！
～ムリ、ムダを排除する新たなITサービスの活用法～
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

申請業務の効率化・自動化のポイントとは?
株式会社エイトレッド

14:30～
＜1D1＞DXはじめの一歩を

＜2D1＞テレワーク導入で増加したPCの管理と

ペーパーレスファクス から始めてみませんか？

セキュリティ対策、Windows 11運用管理

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

Sky株式会社

＜1D2＞Apps for Businessをご利用の方必見！

＜2D2＞DX時代の「超安心！」「超簡単！」「超便利！」

Business Standardにアップグレードするだけで、

なセキュリティ対策

業務効率が変わります！

-beatサービスのご紹介-

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

～Microsoft 365 Business Standardの活用～
日本マイクロソフト株式会社

16:00～
＜1E1＞DXのススメ方
～kintone事例から必要な要素を紐解く～
サイボウズ株式会社

＜2E1＞”中小企業向け” よくわかるAWS導入の
ファーストステップ
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

＜1E2＞専門用語も的確に翻訳！

＜2E2＞ゼロトラストのはじめの一歩

「高精度AI自動翻訳」T-4OO

～まずはここから！実は難しくないゼロトラストセキュリ

株式会社ロゼッタ

ティ～
シスコシステムズ合同会社
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
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2/9（水）

2/10（木）

Innovation Day

法対応 Day
10:00～
＜4A1＞2022年版！消費税インボイス制度への
準備対応と電帳法「電子取引」改正の影響

＜3A＞基調講演
SDGsがもたらす企業イノベーション
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科
リクルートワークス研究所 特任研究顧問

教授 /

野田 稔 氏

アクタスマネジメントサービス株式会社 /アクタス税理士法人
代表 税理士 加藤 幸人 氏

＜4A2＞改正「育児・介護休業法」対策セミナー
アクタス社会保険労務士法人 / アクタスHRコンサルティング株式会社
特定社会保険労務士 松澤 隆志氏

11:00～
＜3B1＞「新規事業誕生秘話」 働く人に働く自由を

＜4B1＞改正電帳法対応でDXを推進！

～ 個室型ワークブース「CocoDesk」～

~事例に学ぶ、費用対効果の高いDX推進とは~

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 DX推進部

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

＜3B2＞チーム作業を効率化してクオリティアップ！

＜4B2＞DX時代の新たなビジネスリスク- プライバシー保護

AIを活用したワークフロー改革

-Cookie規制や改正個人情報保護法のポイントを踏まえて-

アドビ株式会社 大倉 壽子氏

株式会社インターネットイニシアティブ

13:00～
＜3C1＞豊洲センターオフィスご紹介
～富士フイルムビジネスイノベーションジャパン流
ABWでの働き方～

＜4C1＞改正電帳法後のデジタル業務に完全対応する
経理DXモデルを公開
株式会社 オービックビジネスコンサルタント

富士フイルビジネスイノベーションジャパン株式会社

＜3C2＞ロボティクス×AIで高速ペーパレス化とデータ

＜4C2＞インボイス制度導入を前に今求められる

利活用へ！最新テクノロジーを駆使した、新しい働き方

請求書の電子化

への転換

株式会社ラクス クラウド事業本部 楽楽明細事業部

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

14:30～
＜3D1＞製造/営業現場の見える化でスタートする
DX実践法

＜4D1＞「楽楽精算」を活用した領収書と請求書の電子保存
株式会社ラクス クラウド事業本部 楽楽精算事業統括部

ウイングアーク 1ｓｔ株式会社
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

＜3D2＞Withコロナ時代で勝ち抜くためのMAでの

＜4D2＞電帳法対応：

営業効率化改革！

自社に最適な"取引情報"の電子化環境構築に向けて

株式会社シャノン

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

16:00～
＜3E1＞フィールドサービスにおける

＜4E1＞今こそ始める電子契約！

次世代サービスマニュアルのご紹介

～本格検討に向けたヒント～

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

ナレッジオンデマンド株式会社

＜3E2＞顧客体験にイノベーションを起こす

＜4E2＞お客様の声からわかった人事労務業務

販促マーケティングDXソリューション

ペーパーレス化の実態と課題

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

ペーパーレス化で失敗しないためのポイント
株式会社 オービックビジネスコンサルタント
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2月2日（水）

DX Day

10:00-10:50（50分）
1A

【基調講演】
デジタルトランスフォーメーション（DX）を
本当の意味で推進するために必要なマインドセット
株式会社圓窓 代表取締役
元日本マイクロソフト業務執行役員 澤 円 氏
デジタルトランスフォーメーションという言葉が広がり始め
てかなりの時間が経過しましたが、まだまだ本当の意味でト
ランスフォームできたと実感している人は多くなさそうです。
何が必要なのか、どう考えればいいのか、わかりやすくお話
しさせていただきます。

1B

11:00-11:50（50分）

【基調講演】
富士フイルムビジネスイノベーションが取り組むDX
～全社横断での推進体制や取り組み施策～
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
DX推進部 部長 土屋 敬司
全社横断的な活動として取り組んでいるデジタルトランス
フォーメーション(DX)の推進体制や主な取り組み施策をはじ
め、社内事例についてご紹介します。

1C1

13:00-13:50（50分）

出力環境見える化から業務デジタルへ
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

販売推進部

販売促進室

横井 佑未子

業務のデジタル化に取り組むためには、紙の電子化が初めの一歩です。本セミナーでは、複合機の利用状況の見
える化から業務デジタル化までお客様の事例を含めて、DocuWorksをはじめとしたいくつかの解決策をご紹介し
ます。

1C2

ワークフローでバックオフィスのDXを促進!
申請業務の効率化・自動化のポイントとは?
エイトレッド社

第１営業部 第2営業グループ

白土 景太 氏

バックオフィスのDXの第一歩は紙による社内業務をデジタル化する事からはじまります。
情報はデジタル化する事で可視化され、確認・情報検索が容易になります。
本セミナーでは、ワークフローで社内申請をペーパーレスにする事で、いかに業務効率を上げられるかをご紹介
します。バックオフィスDXを推進するうえでのヒントにぜひご活用下さい。

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。
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1D1

14:30-15:20（50分）

DXはじめの一歩をペーパーレスファクス から始めてみませんか？
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

販売推進部 販売促進室

高井 麻衣子

「DXといっても、何から始めていいのかわからない」という場合、はじめの一歩としてファクスを電子に変える
ところから始めてみませんか？
DocuWorksを活用したペーパーレスファクスの業務改善方法について、丁寧に詳しくお伝えします。

1D2

Apps for Businessをご利用の方必見！Business Standardにアップグレードするだけで、
業務効率が変わります！ ～Microsoft 365 Business Standardの活用～
日本マイクロソフト株式会社
Microsoft 365はOfficeアプリだけではありません。”Microsoft 365 Business Standard”はグループウェアやク
ラウドストレージ、Web会議等の様々な機能が含まれるコストパフォーマンスの非常に高いプランです。
本セッションでは、5つのデモンストレーションを交えて”Microsoft 365 Business Standard”ならではの活用方
法をご紹介します。Microsoft 365を自社導入した時の具体的な活用イメージをお持ちでない企業様もぜひご参
加ください。

16:00-16:50（50分）

1E1

DXのススメ方 ～kintone事例から必要な要素を紐解く～
サイボウズ株式会社

パートナー第三営業部

リーダー

小網 裕太 氏

本セミナーでは「実際にDXを進めようと思うけど何から手をつけていいのかわからない。」
そんな方に高度なITツールを導入するだけではないDXの進め方をとして、まずは第一歩として実践していただき
やすいものを実際の事例をもとにお役立ち情報をお伝えさせていただきます。

1E2
専門用語も的確に翻訳！「高精度AI自動翻訳」T-4OO
株式会社ロゼッタ

MT事業部 営業戦略統括部 アライアンス推進室
マネ―ジャー 野村 貴彦氏 / マネージャー 瀧口 新悟 氏

T-4OOは、5,000社に導入実績があり、2,000分野の翻訳エンジンと御社専用の学習データの組み合わせにより、
最大95%の翻訳精度を実現しました。各分野の専門用語を的確に翻訳するだけでなく、セキュアな環境で御社だ
けの学習データが蓄積されるので、使えば使うほど精度が高まる唯一無二のクラウドサービスです。

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。
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2月3日（木）

Cloud&Security Day
10:00-10:50（50分）
2A

【基調講演】
企業におけるサイバーセキュリティ対応
(管理体制、リスクの特定と対策、有事の備え)
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
コンプライアンス＆リスクマネジメント部
情報セキュリティセンター 神林 彰
情報セキュリティは、サイバー攻撃、従業員によるヒューマンエ
ラー、内部不正、個人情報保護など、様々な課題への対応が必要
です。最近、脅威が増しているサイバー攻撃やコロナ禍でのテレ
ワークなどへのセキュリティ対応について、管理体制、リスクの
把握と対策、有事対応にフォーカスして、経営層や情報セキュリ
ティ担当が対応すべきことをご紹介します。

2B

11:00-11:50（50分）

Security Insight～2021年のサイバーセキュリティ動向を振り返る～
株式会社Blue Planet-works セキュリティアドバイザー

鴫原 祐輔 氏

「働き方改革」「DX推進」など、ニューノーマルな時代に向けて、各企業は今までのビジネスの見直しと技術変革
を利用したビジネス変革を求められています。本セミナーでは2021年のサイバーセキュリティ動向を振り返りなが
ら、新たなアプローチとして掲げられる「ゼロトラスト」や「Prevention First」についてご紹介します。

2C

13:00-13:50（50分）

【経営者向け】ITを経営の力に！ ～ムリ、ムダを排除する新たなITサービスの活用法～
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

ソリューション＆サービス営業統括部

西郷 圭一

ITの活用は経営に不可欠な要素です。しかし、ITは多様化・高度化のスピードが速く、社内IT人材確保が課題との
お声を多くの経営者からお聞きします。本セミナーでは上記の動向への対応、IT企画から運用までをトータルでご
支援できる新たなアウトソーシングサービスについて、お客様事例を交えご紹介します。

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。
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2D1

14:30-15:20（50分）

テレワーク導入で増加したPCの管理とセキュリティ対策、Windows 11運用管理
Sky株式会社

山本 咲織 氏

ワークスタイルの変化、猛威を振るうランサムウェアなど企業を取り巻くIT環境は変化しています。
本セミナーでは、2021年の出来事を振り返りながら、2022年にシステム管理者の方々が知っておきたいPC管理
やセキュリティ対策について「SKYSEA Client View」を交えてご紹介します。

2D2

DX時代の「超安心！」「超簡単！」「超便利！」なセキュリティ対策
-beatサービスのご紹介富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

販売推進部

森合 博道

昨今のデジタル化の波に伴い、大企業だけでなく、中堅、中小企業においてもDXの推進が求められています。
また、それに伴い、デジタル化に即した新たなセキュリティ対策も必要となっています。
本セミナーでは、DX時代に求められるセキュリティだけでなく、DXにつながる業務改善や運用負荷の軽減にも
つながるbeatサービスを中心にご紹介します。

2E1

16:00-16:50（50分）

”中小企業向け” よくわかるAWS導入のファーストステップ
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

販売推進部

片岡 義就

Amazon Web Servicesの概要に触れながら、仮想サーバーの立ち上げ方法や、クラウドならではの活用
イメージ、コスト最適化に向けたポイントを実演デモや事例を交えてご紹介します。

2E2
ゼロトラストのはじめの一歩
～まずはここから！実は難しくないゼロトラストセキュリティ～
シスコシステムズ合同会社 セキュリティアーキテクト 稲澤 敏氏
シスコシステムズ合同会社 サイバーセキュリティセールス Duo スペシャリスト 秦 寛樹氏
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 販売推進部 Security エバンジェリスト

神木 秀之

「ゼロトラスト」という言葉が普及している理由とあわせて、ゼロトラストそのものについて易しく解説いたし
ます。その上で、Ciscoソリューションで「ゼロトラスト」を簡単に開始する方法をご説明いたします。
お客様から寄せられるよくある質問をもとに、シスコシステムズが分かりやすくご説明します。

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。
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2月9日（水）

Innovation Day
10:00-10:50（50分）
3A

【基調講演】
SDGsがもたらす企業イノベーション
明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科 教授
リクルートワークス研究所 特任研究顧問 野田 稔 氏
SDGsへの取り組みを行う企業が増える一方で、「SDGsに取り組む
価値はあるのか」「SDGs達成のためのプロセスやアクションを企
業としてどのように行えばいいのか」、また、「SDGs達成を見据
えイノベーションを起こしながら、企業のベネフィットとどう結び
つけていくのか」と頭を悩ます企業は多いのではないでしょうか？
講演では、SDGsの歴史と背景を解説しながら、SDGsとCSRとの
違い、より良い未来をつくるために企業がSDGs達成にむけてアク
ションを起こす必要性、そしてイノベーションを起こすためのヒン
トなどをいくつかのモデルケースを用いてお話しいたします。

3B1

11:00-11:50（50分）

「新規事業誕生秘話」
働く人に働く自由を。～ 個室型ワークブース「CocoDesk」～
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

AIS事業本部

デジタルプラットフォーム部 グループ長
兼 DX推進部 丹野 泰太郎

社会環境の変化で競争が激化する中、企業にとって新たな事業の創出は必要不可欠なものになっています。テレ
ワーク・Web会議が日常化し、社内外で活用がひろがる「ワークブース」がどのようなアイディア、プロセス、
苦労を経て、新規事業として実現してきたか。その舞台裏をお話します。

3B2

チーム作業を効率化してクオリティアップ！AIを活用したワークフロー改革
アドビ株式会社

大倉 壽子 氏

最新のCreative Cloudは、人工知能AIを活用してデザインの提案を加速したり、効率的にレビュー作業を行うこ
とができます。また、Adobe Stockによる、豊富なテンプレートを利用すれば、プロだけでなく企業の内製にも
役立ちます。プレゼンや販促ツールの質をすばやくアップしませんか。
本セミナーでは主要なPhotoshop、Illustratorの最新機能だけでなく、チーム作業に欠かせないクラウドを介し
たワークフローや、すぐにも始められるAdobe Stockのテンプレートを活用した販促ツールの作成方法など、
今すぐお仕事に使える情報を数多くご紹介します。

3C1

13:00-13:50（50分）

豊洲センターオフィスご紹介
～富士フイルムビジネスイノベーションジャパン流ABWでの働き方～
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

3C2

営業計画部 営業企画室 関 昌央

弊社は営業生産性向上を目的とした働き方変革の一環として、都内3拠点を統合したセンターオフィスを構築い
たしました。
本講演では、オフィス移転を契機に、個人はもちろん、チームでの活動、コミュニケーションに重点を置いた
「富士フイルムBIジャパン流ABW(Activity Based Working)」を実現した豊洲センターオフィスをご紹介します。

ロボティクス×AIで高速ペーパレス化とデータ利活用へ！
最新テクノロジーを駆使した、新しい働き方への転換
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 AIS事業本部 デジタルプラットフォーム部市場開発G 村田 有祐美
新しい働き方やDXを実現するためには、紙文書の電子化、体系的なデータ管理・活用がキーになります。
またデジタルに則した業務プロセスの見直し・再設計も必要不可欠です。
ロボットとAI技術を活用した実際の事例をもとに、重要なポイントをご紹介いたします。
※ 当内容は今後変更となる場合がございます。
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3D1

14:30-15:20（50分）

製造/営業現場の見える化でスタートするDX実践法
ウイングアーク 1ｓｔ株式会社 営業本部 営業統括部 第2営業部 第2グループ マネージャー
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 営業計画部 営業企画室 伊橋 仁

池山 結子 氏

多くの企業ではデータがバラバラに存在していることによる、判断の遅れが日々発生しています。
本セッションでは、製造/営業現場での「リアルタイムな見える化」をキーワードとし、DXを実現するためのBI
ツール『Dr.Sum』、国内シェアNO.1の『MotionBoard』 を中心に、富士フイルムビジネスイノベーション株
式会社の実践事例も交えながら、ご紹介します。

3D2

Withコロナ時代で勝ち抜くためのMAでの営業効率化改革！
株式会社シャノン

アライアンスビジネス推進室

課長

松尾

幸一郎 氏

営業DX時代の背景から日本の商習慣に最適なデジタルとアナログの融合によるマーケティングで生み出される優
良な見込み顧客の創出のための仕組みであるシャノンのMAをご紹介します。

3E1

16:00-16:50（50分）

フィールドサービスにおける次世代サービスマニュアルのご紹介
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 AIS事業本部
ナレッジオンデマンド株式会社 代表取締役 宮下 知起 氏

3E2

デジタルプラットフォーム部

芝本 新里

これからの保守ビジネスに欠かす事の出来ない「現場で本当に活用できるマニュアル」に着目し、弊社が取り組
んだ事例をご紹介いたします。併せて、マニュアル制作におけるプラットフォームもご紹介いたします。
1.「スマートグラス導入事例および弊社マニュアルサービスのご紹介」
2.「多言語マニュアル制作のリードタイム短縮ご紹介」

顧客体験にイノベーションを起こす 販促マーケティングDXソリューション
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

GC営業部営業企画部 DX推進グループ

齋藤 愛

生活者との多様なタッチポイントから生まれるマーケティングデータを統合、活用し、販促効率を上げるソ
リューション「Marketing Cockpit」のご紹介を通して、マーケティング DXが生み出す価値や効果について解説
していきます。

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。
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2月10日（木）

法対応 Day

10:00-10:50（50分）
4A1

【基調講演】
2022年版！消費税インボイス制度への準備対応と
電帳法「電子取引」改正の影響
アクタスマネジメントサービス株式会社/アクタス税理士法人
代表 税理士 加藤 幸人 氏

4A2

消費税は、令和５年10月１日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入され
ます。買手側は、仕入税額控除を受けるために、帳簿及び適格請求書等の保存が必要となり
ます。一方で売手側は、適格請求書の交付義務が生じます。電子請求書など早めの準備が重
要になります。
また、2022年1月より改正電子帳簿保存法が施行されました。電子取引は、2年間の条件付
きの猶予が認められているものの、対応準備は必須です。この大きな制度改正を、様々な書
類の電子化の絶好の機会ととらえ、改めて全体像を押さえましょう。

【基調講演】
改正「育児・介護休業法」対策セミナー
アクタス社会保険労務士法人/アクタスHRコンサルティング株式会社
代表社員／代表取締役 特定社会保険労務士 松澤 隆志 氏
来年4月より順次施行される改正育児・介護休業法の改正内容を解説し、人事担当者様が、い
つまでに、何を、どのように対応すべきかご紹介します。また、2022年の労働社会保険関連
法令にまつわる法改正事項についてもまとめ、法改正のうら側に潜むリスクについてもご紹
介します。

4B1

11:00-11:50（50分）

改正電帳法対応でDXを推進！~事例に学ぶ、費用対効果の高いDX推進とは~
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

S&S営業統括部

電子帳簿保存法改正の対応には、改正ポイントを踏まえつつ業務の生産性向上も意識した対策の検討が求められ
ますが、何から着手すれば良いのかお悩みのお客様も多いのではないでしょうか。電帳法改正をお客様のDX推進
の好機として頂くために、本セミナーでは改正電帳法対応のポイントに触れながら費用対効果の高いDX推進事例
をご紹介します。

4B2

DX時代の新たなビジネスリスク- プライバシー保護
-Cookie規制や改正個人情報保護法のポイントを踏まえて株式会社インターネットイニシアティブ ビジネスリスクコンサルティング本部 シニアコンサルタント/
米国ニューヨーク州弁護士 石村 卓也 氏

本講演ではDX時代の新たなビジネスリスクと捉えられるプライバシー保護について、規制強化の背景や本年4月
1日に施行される改正個人情報保護法の重要ポイントを解説します。また、デジタルマーケティングの分野で引
き続き活用されるCookieの取扱いについて、欧米を中心に強化されるCookie規制の概要と最新動向、そして改正
個人情報において新たに規制される個人関連情報の第三者提供についての解説を行います。

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。
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4C1

13:00-13:50（50分）

改正電帳法後のデジタル業務に完全対応する経理DXモデルを公開
株式会社 オービックビジネスコンサルタント

4C2

マーケティング部アライアンス推進グループ

課長代理

安達 毅 氏

電子取引における電子保存の義務化が生じる、改正電帳法は2年猶予となりました。しかしながら、2年後に改正
電帳法に対応するだけでは業務負担が増加し経理が回らなくなる可能性がございます。そのような状況に陥らな
いためにも、業務プロセス全体を見直す必要があり、デジタルを前提とした仕組みを2年間で構築することが重
要です。本セミナーでは制度対応の証憑保管だけではなく、経理業務を改善するためにデジタルを活用した一連
の業務プロセスをご紹介します。参加特典として、税理士監修 改正電帳法「実務対策ガイドブック」をご提供
致します。

インボイス制度導入を前に今求められる請求書の電子化
株式会社ラクス

クラウド事業本部

楽楽明細事業部

パートナーセールス2課

水谷 匡彦 氏

いよいよ迫ってきた「インボイス制度」の導入。準備は出来ていますか？
導入前の備えの一つとして、今求められるのが請求書の電子化です。
まだ紙での発行が多い請求書を、電子発行に切り替えることでどんなメリットがあるのか、
さらにインボイス制度や電帳法へどのように対応できるのかをご紹介します。

4D1

14:30-15:20（50分）

「楽楽精算」を活用した領収書と請求書の電子保存
株式会社ラクス

クラウド事業本部

楽楽精算事業統括部

邉見 仁美 氏

2022年1月電子帳簿保存法が大きく改正されます。改正によって緩和される要件・義務化される要件を皆様はそ
れぞれご存知でしょうか。
本ウェビナーでは電子帳簿保存法改正のポイントを解説すると共に、運用イメージを「楽楽精算」を使ってご紹
介します。

4D2
電帳法対応：自社に最適な"取引情報"の電子化環境構築に向けて
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

EDS事業本部

ソリューション&サービス推進部

阿部 圭一

令和3年度電子帳簿保存法改正により、取引情報を電子化・データ化する動きが加速しています。
その中で、紙情報からのデータ取得を、いかに効率化するかは大きな課題です。
今回、業務プロセスや扱う情報量に応じて選択できる２つの仕組み(DocuWorks,ApeosPlus desola)を中心に、
お客様にとって最適な電子化環境構築についてご紹介致します。

4E1

16:00-16:50（50分）

今こそ始める電子契約！～本格検討に向けたヒント～
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

EDS事業本部

ソリューション&サービス推進部

渡辺 翠

弊社は電子契約の主要3製品を取り扱い、多くのお客様へ提案活動を行ってきました。電子契約はほとんどの企
業にとって初めての取り組みです。皆さまのご検討が少しでも前に進むよう、製品概要・導入スップ例・電帳法
対応の考え方例等、提案活動から見えてきたことをベースに、様々な情報をご提供させて頂きます。

4E2

お客様の声からわかった人事労務業務ペーパーレス化の実態と課題
ペーパーレス化で失敗しないためのポイント
株式会社 オービックビジネスコンサルタントマーケティング部アライアンス推進グループ 課長

井上 哲 氏

実態調査アンケートから、企業における人事労務業務のペーパーレス化の実態と課題に迫ります。どれくらいの
企業が取り組みを進められているのか？どうすれば取り組みを成功させられるのか？
お客様の本音から、人事労務のペーパーレス化を成功に導くための現実的な解決策について、体制面やIT面など
多角的な目線で考えていきます。ご参加特典として、「人事労務業務のペーパーレス化_実態レポート&実現ガイ
ドブック」をご提供致します。
※ 当内容は今後変更となる場合がございます。
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お申込み ～ セミナー当日までの流れ ・ 参加に必要な機器

Webサイトからお申込みください

受付完了メール、受講URLのご案内メールが届きます
セミナーへの参加手順が記載されています

セミナー当日
お時間になりましたら、受講URLからウェビナーに
アクセスしてください

インターネット接続環境は必須となります。
⚫ 当方からの説明は音声と映像でお届けいたします。パソコンにはスピーカー（またはヘッド
フォン）をご用意ください。
⚫

不測の事態について：当セミナーは、多くのお客様が手軽にご参加いただけるように、インターネットを利用して
配信いたします。そのため、セミナー当日、弊社が管理できない不測の事態（回線の混雑

状況等）によっては、接続が不良となる場合がございます。あらかじめご了承くださいます
よう、お願い申し上げます。

▼ お申込み、詳細はこちらから
参加登録
サイト

「富士フイルムBI セミナー」で検索

https://biz5.fujifilm.com/online_seminar2202.html

※ 講演内容、講師など予告なく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。
【富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 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、業務委託先等において、（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）本セミナー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。なお、今回ご提供
いただいた個人情報は、法令および弊社内部規則に基づき厳重に管理いたします。
詳しい取り扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご覧ください。

〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1

Tel 03-6630-8000

fujifilm.com/fb/company/fbj

FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。 DocuWorksは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。
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。 本ドキュメント上に記載・表示された社名または商品名などは、各社の登録商標または商標です。
本ドキュメントの内容は2022年1月現在のものです。

