
Bridge for Innovation  2021 Online 

ご来場不要！

テレワーク対応の最新ソリューション！

セミナー会場にご足労いただかずに、パソコンやスマート端末（スマホ、タブレットなど）と
インターネット接続環境があれば、どこからでもご参加いただくことができます。

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。

新型コロナウイルス拡大によるビジネスへの影響を見通しづらい状況が続く中、私たちの働く環境は大きく変わり

つつあります。そこで、お客様へのお役立ち活動の一環として、オンラインセミナーを開催いたします。

ぜひ、最新のテレワークを促進あるいは課題を解決するツール、新たな働き方実践例をご視聴いただき

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

7/26（月） 7/27（火） 7/28（水） 7/29（木） 7/30（金） 8/2（月） 8/3（火）

ニューノーマルな
働き方

デジタル化と
データ活用

ペーパーレス ITインフラ
Bridge for 
Innovation 

製造/建設Day 介護Day

＜2A＞9:30～
中堅中小企業におけ
る失敗しないDXの
進め方

＜3A＞9:30～
紙とデジタルの使い
分けを考える：認知
科学からの考察

＜4A＞9:30～
あらゆる社会を
デジタルトランス
フォーメーション
するために

＜5A＞9:30～
富士フイルムグルー
プの社会課題への取
組み

＜6A＞9:30～
【製造業向け】3DCAD
導入エキスパートが語
る！失敗しない3DCAD
導入のポイント

＜7A＞9:30～
【介護業向け】科学
的介護情報システム
"LIFE"のポイントと
ケア記録の効率化

＜1B＞11:00～
【中小企業向け】

テレワークの環境整

備のポイント

＜1C＞13:00～
DX推進者や経営者、

情シス必見！

kintoneで実現する

デジタルトランス

フォーメーション

＜1D＞14:30～
テレワークに役立つ

DocuWorks～基本

機能と導入効果～

＜1E＞16:00～
Web会議に最適！

最先端のAll in One 

Meeting Board

【MAXHUB】

＜1F＞17:00～
ネクストノーマル時

代の安心安全なオ

フィス環境の実現

【個室型ワークブー

ス】

＜2B＞11:00～
AI-OCRで実現する、

DX時代の働き方改革

＜2C＞13:00～
最新の導入事例でわ

かるRPAでできること

＜2D＞14:30～
適格請求書から始め

る請求書の電子化！

「消費税インボイス

制度の全体像と経理

の準備対応」

＜2E＞16:00～
話題の「マーケティ

ングオートメーショ

ン」とは？

セールスフォース・

ドットコム社

「Pardot」のご紹介

＜2F＞17:00～
ペーパーレス化と

データ活用による

新しいオフィスワー

クへの転換

＜3B＞11:00～
脱ハンコ！

DocuWorksのスタ

ンプと電子印鑑

＜3C＞13:00～
脱ハンコ！いまさら

聞けない電子サイン

の概要と導入の

進め方

＜3D＞14:30～
電子帳簿保存法の大

幅改正！ 電帳法ス

キャナ保存制度の活

用による経理のペー

パーレス化

＜3E＞16:00～
2021年10月から郵

便局業務縮小！

～郵送よりも速く届

いて楽な請求発行業

務とは～

＜3F＞17:00～
【中小製造業向け】

5Sによる技術情報/

ノウハウの最適な

管理について

＜4B＞11:00～
【経営者向け・DX推

進】IT人材の悩みか

らの脱却！ITを経営

に活かすアウトソー

シングの実例紹介

＜4C＞13:00～

令和3年の年末調整

はどう変わる?

税制改正と電子化の

ポイントを解説

＜4D＞14:30～
DX実現に向けた、

大容量データの安

全・低コストなスト

レージ基盤とは？

＜4E＞16:00～
業務はもっと効率化

できる！Microsoft 

365で実現するコラ

ボレーション基盤の

徹底活用

＜5B＞11:00～
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～

＜5C＞13:00～
働き方改革に向けた

DXへの取り組みの

第一歩

＜5D＞14:30～
最新サイバー脅威動

向とその対策に

ついて

＜5E＞16:00～
キレイめプレゼン

テーション・

デザインノススメ

＜6B＞11:00～
【製造業向け】事例に学

ぶ総務人事業務デジタル

化のポイント ～IT導入

補助金活用で生産性向

上！～

＜6C＞13:00～
【建設業向け】建設業の

元経理部長が語る「経営

事項審査の評点アップ」

と 「脱どんぶり勘定」

を実現する事例のご紹介

＜6D＞14:30～
【建設業向け】建設業の業

務を変える！大容量クラウ

ドストレージの活用術

＜6E＞16:00～
【全業界向け】IT導入補

助金2021 補助金の活用

に向けて

＜6F＞17:00～
【製造業向け】保守現場

における次世代サービス

マニュアルのご提案

＜7B＞11:00～
【介護業向け】介護

福祉業の方必見！勤

怠管理のICT化で職

員採用・定着率向上

のヒント

＜7C＞13:00～
【介護業向け】IT導

入補助金2021

補助金の活用に向け

て～介護福祉業編～

プログラム・カレンダー

日 時：2021年 7月26日（月）～8月3日（火）

会 場：ご来場不要

主 催：

【参加無料・事前登録制】

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。



16:00-16:45（45分）

1E

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。

11:00-11:45（45分）

1B

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 東京統括 ソリューション統括部 緑川 等
販売推進部 販売促進室3G 大石 將貴

【中小企業向け】テレワークの環境整備のポイント

テレワークの導入に向けて、最低限必要な環境や低コストで実現する方法、テレワークの定着に必要なペーパーレ
ス化の取組み事例などをご紹介いたします。これからテレワークを実施していきたい方、一度導入したが課題が
残ったという方など、ぜひご参加ください。

13:00-13:45（45分）

1C

サイボウズ株式会社 営業本部 沖 沙保里
営業本部 パートナー営業部 奥野 寛史

DX推進者や経営者、情シス必見！kintoneで実現するデジタルトランスフォーメーション

会社全体や現在の部署でDX推進の立場になったが何から始めれば良いか分からないといった方に必見のセミナー
です。kintoneの全社での具体的な展開事例なども交えて、DX改革へ具体的な行動を起こすヒントをお伝えします。

14:30-15:30（60分）

1D

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 東京統括 大田 英司

テレワークに役立つDocuWorks～基本機能と導入効果～

テレワーク対応の業務プラットフォームとしてDocuWorksがどのように活用できるかについて、お客様に役立つ
機能と導入効果を、DXを実践するポイントを交えてご紹介します。

ナイスモバイル株式会社 営業部 マネージャー 住谷 成葉

Web会議に最適！最先端のAll in One Meeting Board【MAXHUB】

Web会議や研修、オンライン授業に必要な機能を集約した、カメラ・マイク・スピーカー・PC内蔵のオールイン
ワンミーティングボード【MAXHUB】の魅力をたっぷりご紹介致します。
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7月26日（月）

ニューノーマルな働き方
● お客様がご関心のあるソリューションだけに参加可能

17:00-17:45（45分）

1F

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
アドバンスドインダストリアルサービス事業本部デジタルプラットフォーム部BP事業推進グループ

ネクストノーマル時代の安心安全なオフィス環境の実現【個室型ワークブース】

オフィス内でのWeb会議・オンライン商談の急増に伴う、会議室の不足や、周りに聞かれたくない会議に対応す
る人気急上昇中のワークブースのラインナップと、オフィスエリアなどに有効な、ウイルス抑制・除菌用紫外線
照射装置Care222をご紹介します。



17:00-17:45（45分）

2F

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 アドバンスドインダストリアルサービス事業本部
ビジネスプラットフォーム部 市場開発G マーケティングG 村田 有祐美

ペーパーレス化とデータ活用による新しいオフィスワークへの転換

働き方変革やDXを実現する為には、紙文書の電子化と体系的な文書管理、紙が発生しない業務プロセスの構築が
必要不可欠です。今回は、その手段としてロボットスキャン・人工知能の技術を活用した、オフィス移転や
スリム化の事例をご紹介します。

7月27日（火）

デジタル化とデータ活用
● お客様がご関心のあるソリューションだけに参加可能

9:30-10:30（60分）
2A

富士通株式会社 理事 首席エバンジェリスト 中山 五輪男

【基調講演】
中堅中小企業における失敗しないDXの進め方

DXプロジェクトにおいては間違った認識でスタートしている企業が多く見られます。
まずはDXに関する正しい知識と失敗しないためのプロジェクトの進め方を紹介します。
また世界各国で進められているDX事例についても紹介します。

11:00-11:45（45分）

2B

AI inside 株式会社
Partner‘s Growth Unit 森口 怜奈

AI-OCRで実現する、DX時代の働き方改革

AI-OCR 結局なにをどこまで自動化できる?自社独自開発の手書き文字認識AIを搭載した AI-OCR「DX Suite」の
リアルタムデモを通じ、進化したAI-OCRを紹介いたします。

13:00-13:45（45分）

2C

株式会社NTTデータNJK
メディアドライブ事業部 遠藤 健

最新の導入事例でわかるRPAでできること

業務効率化や生産性向上のためRPAを導入する企業が増えています。RPAとはよく耳にしますがいったい何がで
きるのか？最新の導入事例を交えて紹介していきます。

14:30-15:15（45分）

2D

アクタス税理士法人 代表社員 税理士 加藤 幸人
株式会社オービックビジネスコンサルタント 東京第一支店営業一課第二グループ 内田 啓人

適格請求書から始める請求書の電子化！「消費税インボイス制度の全体像と経理の準備対応」

消費税は、令和５年10月１日から「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス制度」が導入されます。これ
らは電磁的記録での保存が認められますので、請求書の電子化・ペーパーレス化を進める絶好の機会です。本年
10月1日からは、適格請求書発行事業者の登録申請が始まります。経理業務の電子化と適格請求書発行への準備
を加速するため、まずはインボイス制度の全体像を押さえてください。

16:00-16:45（45分）

2E

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 SS推進部サービス推進グループ 渡辺 翠

話題の「マーケティングオートメーション」とは？
セールスフォース・ドットコム社「Pardot」のご紹介

「対面中心の顧客接点の見直し」と「新規取引先の確保」への対応を急がれる企業が増えている中、短期・長期双
方の観点で「増客」を実現していくためには、マーケティングオートメーションが必要です。本セミナーでは、名
刺情報や顧客台帳等の既存情報の活用を含めた、マーケティングオートメーションの全体像についてご説明します。

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。
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7月28日（水）

ペーパーレス
● お客様がご関心のあるソリューションだけに参加可能
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9:30-10:30（60分）
3A

群馬大学情報学部 教授 柴田 博仁

【基調講演】

紙とデジタルの使い分けを考える：認知科学からの考察

情報を受け取る際、重要なのは中身 （コンテンツ） であり、入れ物 (メディア） は重要
ではないのでしょうか。答えはノーです。読み書きで利用するメディアによって、人に
与える印象や作業の効率と質、さらには読み書きの姿勢や方法までもが変化します。
これを裏付けるさまざまな認知実験を紹介し、紙とデジタルの使い分けの指針を考えます。

11:00-11:45（45分）

3B

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 長野支社 三瓶 理恵

脱ハンコ！DocuWorksのスタンプと電子印鑑

テレワークでの「ハンコ廃止」「ファクスのペーパーレス化」のニーズが高まっています。【社内】の電子での
文書回覧、確認、承認にご活用可能なDocuWorksのスタンプ、DocuWorks電子印鑑をご紹介します。

13:00-13:45（45分）

3C

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 小野 吉俊

脱ハンコ！いまさら聞けない電子サインの概要と導入の進め方

国内最大級の利用者であり、主要3ツール（DocuSign、AdobeSign、クラウドサイン）の提供ベンダーである
弊社が、電子署名サービスとは何か、どれが良いのか、何を決めないといけないのかなどお客様の検討材料に
なるヒントをデモンストレーションを交えてお届けします。

14:30-15:30（60分）

3D

16:00-16:45（45分）

3E

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

2021年10月から郵便局業務縮小！～郵送よりも速く届いて楽な請求発行業務とは～

1. 郵便法改正に伴う郵便サービスの縮小について 2. 請求書等帳票発行の現状と電子化について
3. 楽楽明細導入事例 4. 楽楽明細について

17:00-17:45（45分）

3F

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 小此木 康人

【中小製造業向け】5Sによる技術情報/ノウハウの最適な管理について

企業にとって重要な技術情報/ノウハウの堅牢な保護と外部まで含めた共有管理をおなじみの5S（整理・整頓・
清掃・清潔・躾）に沿って管理する手法をご説明します。当セミナーでは、2022年から改正される電子帳簿保存
法の要件にも対応した新しいArcSuite4.0による文書管理についてご紹介します。

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。

アクタス税理士法人 代表社員 税理士 加藤 幸人
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 小此木 康人

電子帳簿保存法の大幅改正！ 電帳法スキャナ保存制度の活用による経理のペーパーレス化

電子帳簿保存法のスキャナ保存制度は、令和3年度税制改正で、大幅な要件緩和が行われました。今回は、電帳
法のスキャナ保存制度を活用して経理の電子化・ペーパーレス化を実現するためのポイントを中心に、電子取引
要件の解説と電子化を実現するソリューションも紹介します。



7月29日（木）

ITインフラ
● お客様がご関心のあるソリューションだけに参加可能
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9:30-10:30（60分）
4A

【基調講演】

あらゆる社会をデジタルトランスフォーメーションするために

アフターコロナによってさらに激変が予測される社会。今どんなことが起きていて、この
先どんなことが起きるのかをご紹介します。その中で、キーとなるのはテクノロジーを
最大限活用することです。実際に行われているデジタルトランスフォーメーションのさま
ざまな展開例をご紹介します。

11:00-11:45（45分）

4B
【経営者向け・DX推進】IT人材の悩みからの脱却！ITを経営に活かすアウトソーシングの実例紹介

当セミナーではITスキルやIT人材の不足を解決する実例を比較解説し、当社がご提案している最適解を考察します。
IT活用・IT人材に悩みをお持ちの経営者の実際の声と当社の提案を採用いただいたポイントおよび具体的な活用事
例をご紹介します。

14:30-15:15（45分）

4D

富士フイルム株式会社 記録メディア事業部 日本セールスリーダー 戸根 曜子

DX実現に向けた、大容量データの安全・低コストなストレージ基盤とは？

IoT・DXの推進で、研究開発や製造工程などで生成され、大容量化の一途をたどっているデータを、いかに安全
に、そして低コストに保管していくか。GAFA・BATの導入で再注目される最新テープストレージを活用した
データ保管の事例をご紹介します。

16:00-16:55（55分）

4E

日本マイクロソフト株式会社 パートナー事業本部 パートナー営業統括本部 春馬 一貴

業務はもっと効率化できる！Microsoft 365で実現するコラボレーション基盤の徹底活用

Officeはクラウドになったがコミュニケーションは従来のメールと電話のまま。なんとなくクラウドが良いのは
知っているが具体的な活用方法は知らない。そんな方々へ場所や空間、相手にとらわれない“デジタルコラボレー
ション”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。

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
ITエキスパートサービス担当 ITコーディネータ 西郷 圭一

日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリスト・業務執行役員
日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 アドバイザー 西脇 資哲

13:00-13:45（45分）

4C
令和3年の年末調整はどう変わる?税制改正と電子化のポイントを解説

今年度の税制改正に伴い、年末調整の実務手続きが一部変更されます。
本セミナーでは改正内容のポイントを徹底解説し、電子化により生産性を向上させた企業の取り組み事例や具体的
手法をご紹介します。

株式会社オービックビジネスコンサルタント 井上 哲



7月30日（金）

Bridge for innovation
● お客様がご関心のあるソリューションだけに参加可能
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9:30-10:15（45分）
5A

富士フイルムホールディングス株式会社
ESG推進部 SVP戦略グループ グループ長 林 健太郎

【基調講演】

富士フイルムグループの社会課題への取組み

富士フイルムHDのCSR計画「Sustainable Value Plan 2030（SVP2030）」では、持続可能
な社会の実現に貢献し続ける企業を目指した長期目標を掲げており、その全体像および新会社
におけるSVP2030重点課題への取り組み、特に「働き方」領域における課題解決について、具
体的な事例を交え、ご紹介いたします。

11:00-11:45（45分）

5B
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～

本講演では、都内3拠点を統合し、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、
「富士フイルムビジネスイノベーションジャパン流ABW」を実現した豊洲センターオフィスをご紹介します。

13:00-13:45（45分）

5C

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 磯野 直樹

働き方改革に向けたDXへの取り組みの第一歩

テレワークや在宅勤務を前提とした働き方が広まる中で、ポイントの一つとなっているペーパーレス化。本講演
では、電子化の障壁となるシーンを挙げながら、弊社DocuWorksや電子サインによるDXに向けた取り組みを
ご紹介します。

14:30-15:15（45分）

5D

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 東京統括 ソリューション統括部 緑川 等
株式会社Blue Planet-works プロダクト＆テクニカルサービス本部セキュリティアドバイザー 鴫原 祐輔

最新サイバー脅威動向とその対策について

最新サイバー脅威動向とそれを唯一防止できるAppGuardをご紹介いたします。 弊社では、国内でいち早く
AppGuardをサイバー保険を付帯して月額商品化しました。beatサービスとの組み合わせで安全なオフィスと
テレワーク環境を実現させます。

16:00-16:45（45分）

5E

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 大森 茂樹

キレイめプレゼンテーション・デザインノススメ

社内向け・社外向け問わず、数多く作成されるプレゼン資料。「どうすれば相手に伝わるか？」「どうすれば
効果的な資料が作成できるか？」。ちょっとしたコツで、誰にでもキレイで分かりやすいプレゼン資料が作成
できる方法をご紹介します。

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。

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 関 昌央



17:00-17:45（45分）

6F

富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 サービスソリューション部 西野 智弘
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 アドバンスドインダストリアルサービス事業本部 デジタルプラットフォーム部 芝本 新里
ナレッジオンデマンド株式会社 代表取締役 宮下 知起

【製造業向け】保守現場における次世代サービスマニュアルのご提案

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、富士フイルムグループ一丸
となって取り組んだ事例をご紹介いたします。1.「次世代マニュアルで保守ビジネスの拡大」 2.「制作者目線から活用する
人のためのマニュアルへ」 3.「ドキュメントはチームで作れば、QCDは改善される」

11:00-11:45（45分）

6B

株式会社オービックビジネスコンサルタント 安達 毅

【製造業向け】事例に学ぶ総務人事業務デジタル化のポイント ～IT導入補助金活用で生産性向上！～

法令対応に向けた勤怠把握、迅速かつ正確な給与計算など、事例を通して総務人事業務デジタル化のポイント
および中小企業・小規模事業者等のみなさまに活用いただけるIT導入補助金についてご紹介いたします。

13:00-13:45（45分）

6C
【建設業向け】建設業の元経理部長が語る「経営事項審査の評点アップ」と

「脱どんぶり勘定」を実現する事例のご紹介

建設業の元経理部長が、自身で体験した成功事例をもとに「経営事項審査の評点アップのやり方」を具体的にご説
明します。経営事項審査の評点アップ（売上アップ）＋「脱どんぶり勘定」（原価管理）を同時にご覧いただける
8月限定のセットセミナーです。

株式会社建設ドットウェブ マーケティング本部 戦略企画部 高橋 良知

14:30-15:15（45分）

6D

Dropbox Japan株式会社 濱部 恭平
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 金子 勝洋

【建設業向け】建設業の業務を変える！大容量クラウドストレージの活用術

建設業における生産性向上の一つの解は「情報共有」です。本セミナーでは、建設業界で豊富な実績を有する
クラウドストレージ「Dropbox Business」が建設業の業務をどのように変えるのか、具体的な事例を交えて
ご紹介します。

16:00-16:45（45分）

6E

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

【全業界向け】IT導入補助金2021 補助金の活用に向けて

本セッションでは、IT導入補助金の今年度の第1次採択結果から見えてきた傾向を元に、審査のうえで重要視
すべき「採択のポイント」「採択事例」をご紹介します。

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。

9:30-10:15（45分）

6A

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 楢崎 聡・坂田 英昭
株式会社クリエイティブマシン 甲斐 靖啓

【製造業向け】3DCAD導入エキスパートが語る！失敗しない3DCAD導入のポイント

本セミナーでは、弊社で3DCADによる業務改革を実現して来たプロジェクト推進リーダーが「“3DCADは入れて
終わり”にならないためには」「導入時の留意点」「効果を上げる為の改善ポイント」を、プロジェクトでの学びを
踏まえながらご説明いたします。

8月2日（月）

製造/建設Day
● お客様がご関心のあるソリューションだけに参加可能
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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、beat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。
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。

〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1 Tel 03-6630-8000 fujifilm.com/fb/company/fbj

【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。

お申込み ～ セミナー当日までの流れ ・ 参加に必要な機器

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。

⚫ インターネット接続環境が必須です。

⚫ パソコンにはスピーカー（またはヘッドフォン）が
必須です。当方からの説明は音声と映像でお届けする
ためです。

⚫ ご質問をなさる場合は、マイクがあると便利です。
マイクがない場合は、ご質問はチャットで承ります。

⚫ Webカメラは必須ではありませんが、あれば
コミュニケーションが取りやすくなります。

Webサイトからお申込みください

受付確認メールが届きます
セミナーへの参加手順が書かれています

セミナー当日
無料のWebミーティングサービスにアクセスしてください

「富士フイルムBI セミナー」で検索

https://biz5.fujifilm.com/online_seminar2107.html
参加登録
サイト

8月3日（火）

介護Day
● お客様がご関心のあるソリューションだけに参加可能

※ 当内容は今後変更となる場合がございます。

9:30-10:15（45分）

7A

NDソフトウェア株式会社 ソリューション事業部 販売支援課 課長 金子 雄太

【介護業向け】科学的介護情報システム"LIFE"のポイントとケア記録の効率化

令和3年度介護報酬改定にて本格スタートした科学的情報システム“LIFE”について、4月以降の動向も踏まえた運用
上のポイントを解説します。また、LIFEでの円滑な介護情報提出には、介護システムでの適切な情報登録と管理が
欠かせません。介護システムでのケア記録業務におけるICTの活用事例も紹介いたします。

11:00-11:45（45分）

7B

ピー・シー・エー株式会社 パートナー＆広域営業部 伊藤 和典

【介護業向け】介護福祉業の方必見！勤怠管理のICT化で職員採用・定着率向上のヒント

本セミナーでは、介護福祉業の勤怠管理のICT化で働きやすい職場環境づくり、職員の採用・定着率向上のため
のヒントと、バックオフィスシステムのICT化で職員のワークエンゲージメントを高めるためのヒントについて
についてご説明させていただきます。

13:00-13:45（45分）

7C

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 藤垣 真人

【介護業向け】IT導入補助金2021 補助金の活用に向けて～介護福祉業編～

本セミナーでは、今年度のIT導入補助金の第1次採択結果から見えてきた傾向を元に、審査のうえで重要視すべき
「採択のポイント」をご紹介すると共に、科学的介護情報システム（LIFE）に対応した介護記録システム、
業界特有の複雑なシフト作成に対応した勤怠管理システムなど介護業向けのITツールや採択事例をご紹介します。


