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Microsoft365
オンラインセミナーのご案内

（事前準備）オンラインセミナー ご視聴までの具体的な流れ

事前にセミナー参加用のURLをクリックして、問題なくセミナー画面まで進めることをご確認
ください。手順は、TeamsをPCにインストール済みかどうかにより異なります。

※ スマートフォンからご参加の場合には、Teamsのインストールが必須となります。お手数ではございますが、事前に
各種アプリストアからTeamsアプリをダウンロードの上、セミナー参加URLをクリックした際に「ライブイベントが
開始されていません」の画面が表示されることをご確認ください。

セミナー参加用URLをクリックすると、下記画面が
表示されますので「Microsoft Teamsを開く」を
クリックしてセミナー画面まで進んでください。

セミナー参加用URLをクリックすると、下記画面が
表示されますので「代わりにWebで視聴する」を
クリックしてください。

① Teamsインストール済みの場合 ② Teamsなしの場合

「ライブイベントが開始されていません」と表示
されればセミナー視聴に関する事前確認は完了です。

※ 開催時間になりますと自動的にセミナーが開始されます。万
が一、うまく開始されない場合は、セミナーから一度退出し、
改めて参加し直すことで画面が切り替わる場合があります。 以下の画面にて「サインイン」または「匿名で参

加」と表示されますので、「匿名で参加」をクリッ
クしてください。

オンラインセミナー事務局 メールアドレス：dge-fb-seminar@fujifilm.com

ご招待 参加無料 事前登録制

日 時
2022年2月15日（火）/ 3月15日（火）
開始時間（各回共通）10:30 / 13:20 / 15:00 / 16:30

会 場 オンラインセミナー（Microsoft Teams ライブイベント）

主 催

※ 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社は
経済産業省が定めるDX認定企業です



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～

拝啓

日頃のご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。

富士フイルムイノベーションジャパンでは、DX（デジタル トランスフォーメーション）を推進する

ための具体的なIT活用方法として、Microsoft社のMicrosoft 365をテーマにしたセミナーを開催

することといたしました。

お客様の安全を第一に考え、皆様のお席やご自宅でも受講いただける

「オンラインセミナー」の形式で開催させていただきます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

タイムテーブル 10:30～17:30 ※ 内容が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。

時間 プログラム名

10:30～11:30 60分
『Officeの切り替え』だけじゃダメ！
Microsoft 365を使いこなして加速する業務効率化

13:20～14:20 60分
今より生産性が上がるハイブリットワークの実践！
～Microsoft  Teamsでここまでできる～

15:00～16:00 60分
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～

16:30～17:30 60分
お使いのMicrosoft 365をBusiness Premiumにして、
より安心・安全なセキュリティー対策を実現しませんか？
～Microsoft 365で実現するセキュリティー対策～

https://biz5.fujifilm.com/online_seminar_oa365.html

富士フイルムビジネスイノベーションジャパンホームページ

セミナープログラムガイド

お申し込み時にご記入いただい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、業務委託先などにおいて、
（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。

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 プライバシーポリシーURL https://www.fujifilm.com/fb/common/privacy_policy

【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 個人情報の取り扱いについて】

各開催日共通

世界標準の“Microsoft 365 Officeアプリ”を完全活用して、いつでも・どこからでも快適に業務を行える環境を整えませんか？
本セッションでは、課題を想定した上で、業務の生産性を向上させるヒントをデモンストレーションを交えてご紹介いたします。

※Office 2013の延長サポートは2023年4月11日に終了、
Office 2016/Office 2019の延長サポートは2025年10月14日に終了します。
余裕をもってMicrosoft 365へ移行されることをお勧めします。

⚫ 現在Office 2013若しくはOffice 2016をご利用の企業様

⚫ PCの入れ替えと同時に、Officeの購入を検討している企業様

⚫ スマートフォンやタブレットでもOfficeをご利用されたい企業様

10:30～11:30 入場開始 10:30A

講師：日本マイクロソフト株式会社様

『Officeの切り替え』だけじゃダメ！
Microsoft 365を使いこなして加速する業務効率化

※ 各回、最後に弊社Microsoft 365関連サービスのご紹介がございます。

富士フイルムBI セミナー

こんな
お客様に
オススメ

⚫ OneDriveからの共有/共同編集
⚫ モバイルデバイスからの資料確認
⚫ Microsoft 365管理センターからの

ライセンス確認/管理

ご紹介機能概要

在宅勤務者やオフィス勤務者といった違う環境で業務を行うことによる生産性の懸念や、ハイブリットワークを行うための
コミュニケーションツール選定にお困りの企業様。”Microsoft Teams”は生産性を上げるための様々な機能が詰まっており、
業務やプロジェクト単位のチャット機能、Web会議やファイル共有はもちろんのこと、
メンバー間の共同作業やタスク管理も実現できます。本セッションでは、5つの
デモンストレーションを交え、活用例をご紹介いたします。

⚫ Teamsで業務の生産性を高めたい企業様

⚫ Teamsでタスク管理することをご検討中の企業様

⚫ Teamsの一通りの機能を知りたい企業様

13:20～14:20 入場開始 13:20B

講師：日本マイクロソフト株式会社様

今より生産性が上がるハイブリットワークの実践！
～Microsoft Teamsでここまでできる～

こんな
お客様に
オススメ

⚫ Teams基本操作
⚫ Plannerを用いたタスク進捗管理
⚫ Teams画面制御
⚫ Teams会議ロック
⚫ Teamsミーティング機能全般

ご紹介機能概要

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。

⚫ メールホスティングやグループウェアの集約を検討している企業様

⚫ 既にMicrosoft 365 Apps for Businessを導入済みで上位プランを

検討している企業様

⚫ 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

15:00～16:00 入場開始 15:00C

講師：日本マイクロソフト株式会社様

こんな
お客様に
オススメ

⚫ Teamsの基本操作および共同編集や
メンション通知機能等

⚫ モバイルデバイスからの資料編集
⚫ OutlookとExchangeOnlineの連携

（Teams表示含む）
⚫ SharePointOnlineによる

バージョン履歴からのファイルの復元

ご紹介機能概要

お使いのMicrosoft 365をBusiness Premiumにして、
より安心・安全なセキュリティー対策を実現しませんか？
～Microsoft 365で実現するセキュリティー対策～

近年、中小企業もランサムウェア等のサイバー攻撃の標的になっていることをご存じでしょうか？従来のセキュリティー環境で
は十分ではない時代となっている中、サイバー攻撃されることを前提にした新しいアプローチが注目されています。”Microsoft 
365 Business Premium”ではどのように侵害を防ぎ、監視しているのか、
4つのデモンストレーションを交えてご紹介いたします。

⚫ Microsoft 365 Business Premiumを検討している企業様

⚫ マルウェア、情報漏えい、不正アクセスなどの対策を低コスト

で実現したい企業様

⚫ 既にMicrosoft 365をご導入済みで、高度なセキュリティーを

担保した環境で業務を行いたい企業様

16:30～17:30 入場開始 16:30D

講師：日本マイクロソフト株式会社様

こんな
お客様に
オススメ

⚫ メールのURL検証（セーフリンク）
⚫ メールの添付ファイル検証

（セーフアタッチメント）
⚫ データ保護権限設定
⚫ セキュリティースコア、デバイス/

ウイルス監視（Microsoft 365 Defender）

ご紹介機能概要

オンラインセミナーお申し込みサイト

検索

https://biz5.fujifilm.com/online_seminar_oa365.html

