クラウドで
成長する企業へ
YOKOHAMA
Information
Technology Fair

簡単・手軽なクラウド活用術
日時

平成29年

午前10時～

2月28日 火 午後4時30分

会場

横浜シンポジア

参加費

無料

今や会社業務のみならず日常生活にＩＴは溶け込んできており、
ＩＴ導入は重要な経営戦略に欠かせない
ものとなっています。当フェアでは「現在様々なサービスが提供されているクラウド」をメインテーマと
し、経営者・従業員のみなさんを対象に、クラウドの基本から具体的な活用術を多数紹介します。また、
自動運転の先進事例についても紹介します。是非ご来場ください！
！

チャット

テレビ会議

グループウェア

ファイル共有

地図アプリ

クラウド会計

【主催】横浜商工会議所 情報関連産業部会
【共催】一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会

問合先 総務部 運営管理担当

会社
業
務
は

ク
ラ
ウ
ド
に
お
任
せ
！

会員のほか、非会員や一般の方も自由にご参加頂けます。
業種や規模は問いません。

☎045-671-7498

講演会・セミナー

時間◆10：30～16：15
会場◆横浜シンポジア議場・各定員200名
講師

特別講演

【

特別講演

クラウドで加速する
攻めのIT経営
（10:40～12:00）

日経BPイノベーションICT研究所
上席研究員 星野 友彦 氏

ITの利活用方法が抜本的に変わろうとしています。
システムを利用するためにハードやソフトを「所
有」する時代は終わり、必要なときに必要な分のシ
ステムをインターネット経由で「利用」するクラウド
コンピューティングの時代が本格的に始まります。
クラウドの持つ柔軟性と拡張性は、ITの可能性を大
きく広げます。これまでよりも格段に安く、早くシス
テムを利用したり、大量のデータを分析することが
可能になります。クラウドが中小企業の経営に与え
るインパクトを解説します。

昼休憩60分

セミナーA
日常業務がこんなにラクに
なるなんて！

経営に役立つ簡単・
便利なITツール活用術

（13：00～14:10）

セミナーB

講師

IT導入は難しいとお考えになっている経営者・担当
者の方、必見！ 社内のコミュニケーションを円滑に
し、日常業務を効率化し、生産性向上に結びつく簡
単・便利なITツールを多数紹介。実際のデモや中小
企業で導入した成功事例を交えながら、わかりやす
く解説します。

企業の事例紹介

セミナー

講師

❶ITで実現する
未来の働き方
（14:25～15:10）

㈱ナーツ 代表取締役(ITコーディネータ)
野中 栄一 氏

弁護士法人ファースト法律事務所
弁護士 藤井 総 氏

たった1人で60社以上の顧問先企業を抱えながら
も、ITを活用することで世界中を旅しながら業務を
こなす弁護士の「未来の働き方」を通じて、ITがど
れだけ業務効率・生産性を高めるのか、そして導入
が容易なのかを解説します。

日産自動車㈱ 総合研究所
モビリティ・サービス研究所 研究企画グループ
エキスパートリーダー 上田 哲郎 氏
講師

❷自動運転時代の
ワクワクドキドキに
IoTが果たす役割
（15:25 ～ 16:15）

自動運転時代を迎えてクルマのワクワクドキドキが
大きく変わろうとしています。思い通りに走る、曲
がる、止まる、に加えて（あるいは代わって）クルマ
の新しい価値が再定義されるかもしれません。IoT
はさまざまなモノをスマートにつなげるコア技術で
す。つながるクルマで新しいワクワクドキドキを作
り出す取組みを紹介します。

参加
無料

展示会

時間◆10：00～16：30
会場◆横浜シンポジア レセプションスペース

入場
無料

●出展企業一覧
㈱アイネット

https://www.inet.co.jp/

①名刺バンク：スマホ、タブレットに対応したセキュアなクラウド型名刺管理アプリ
②Mobile Meets：スマホ、タブレットに対応した高画質、高音質のクラウド型ビデオ会議システム
③Cloudstor：企業向けのセキュアなクラウド型ファイル共有サービス
…を紹介します。

㈱アットウェア

「Zealup」は組織の成果を最大化するために開発した目標達成支援サービスです。企業が掲げた目標
を社員一人ひとりに行き渡らせ、
成果や近況を社員全員で共有する。
企業を元気にさせるクラウドサー
ビスです。

㈱エルテックス

eltexSMSは中小企業の皆様にも使いやすい、カンタン・低コストのクラウド型
「ショートメール送
信サービス」です。スマートフォンなどの携帯電話番号あてに短文でメッセージを送信するので、開
封率も高く、様々な用途にご活用いただけます。

㈱科学情報システムズ

ドキュメントCoworkソリューションは企業内のコンテンツをセキュアに管理し適切な権限管理の
元、共有・検索・配布が可能です。また監査対策としてのアクセス証跡を提供します。クラウド及び
自社導入のどちらも可能です。

㈱カレッジティアンドケイ

勤怠管理を効率化するクラウド型サービス
『勤太郎』
を紹介します。
特に勤務地が複数あり、管理が煩雑となっている企業様にお勧めです。

コミュニ クラウド ジャパン㈱

遠隔会議サービスをご紹介します。場所を問わず、パソコンなどで相手の表情や資料を見ながら、ク
ラウド上でいつでも打合せができます。育児や介護のためのテレワークなど、企業の働き方改革への
取り組みを支援します。

ChatWork㈱

導入企業数205ヶ国・119,000社（2016年11月末時点）
！無駄を減らして効率をアップしたい方や、
組織やチームのコミュニティを活性化したい方向けのクラウド型コミュニケーションツール「チャッ
トワーク」を紹介いたします。

㈱ネオジャパン

メールに変わる新しいコミュニケーションツール ビジネスチャットChatLuckと業務に役立つ25
のアプリケーションを標準搭載した2年連続満足度No.1グループウェアdesknet’
s Neoで現場に眠
る様々な業務課題を解決します。

東日本電信電話㈱神奈川事業部

NTT東日本が提供する、クラウドを活用したセキュリティ対策をご紹介します。
●ウィルス対策としてのサポート＆セキュリティの活用方法
●多層防御対策としてのクラウドデータセンタの活用方法 ●社員教育のためのｅラーニングの活用方法

ビーアイピー㈱

世界で2億人が使用するエバーノート、顧客管理・営業支援で世界シェアNo.1のセールスフォースを紹
介します。これらサービスは中小企業でも活用することで業務効率化・売上UPにつながるツールです。

㈱ヒューマンソリューションズ

飲食店向けクラウド型サービスをご紹介します。iPadを利用して安価で簡単にセルフオーダーを導
入することができます。スタッフを呼ばなくてもタッチパネルから直接注文できるシステムです。

富士ゼロックス神奈川㈱

複合機とクラウドサービス及びソフトウェア連携により、これまで面倒だった作業の効率化を実現し
ます。日々の「忙しい」
に着目したワークスタイル変革を支援するソリューションサービスを紹介させ
ていただきます。

http://www.atware.co.jp/
http://www.eltex.co.jp/
http://www.eltex.co.jp/service/eltex-sms/
http://www.sisinc.co.jp/

http://www.courage.co.jp/

https://communicloud.co.jp/

http://corp.chatwork.com/ja/
https://www.desknets.com/
https://www.chatluck.com/
https://www.ntt-east.co.jp/kanagawa/

http://www.bip-it.co.jp/

http://www.h-so.co.jp/

http://www.fujixerox.co.jp/knx/

freee㈱

https://www.freee.co.jp/

【freee(フリー )】シェア No.1 クラウド会計・給与
全国のベンチャー〜 500名の中規模法人まで、60万事業所が利用。
会計・請求・決算・勤怠・給与・労務…企業のバックオフィスを効率化します。

pepex㈱

●P-stream（ペタストリーム） ライブ対応クラウド型動画配信サービス。月額9800円～利用できる
シンプルなストリーミング配信 ●Sitealert
（サイトアラート） クラウド型サーバ監視システム。管理
者の代わりにシステムが自動監視。負担を軽減

㈱ホロンクリエイト

マーケティング解析を中小企業の誰もが簡単に、効率よく、安価で行うことのできるクラウドサービ
ス「trending.net」。特定のユーザを指定しての調査。グラフィカルな多変数解析結果マップで製品
化ディレクションをサポート。

㈱メトロ

メトロEPSクラウド運用サービス・セキュリティシステムSaaS提供・運用管理を代行するクラウド
型運用サービス、メトロデータクレンジングクラウド提供サービス・クレンジング、名寄せデータ整
備サービス

㈱メビウス

メビウスはM2M/IoTシステム
「STRIX」を紹介いたします。産機向けアプリケーション開発、運用管
理サービスを提供しています。
「STRIX」は2016年10月18日神奈川工業技術開発大賞奨励賞を受賞い
たしました。

㈱ラピス

中小企業様向けに、商品情報を管理/分析する
「販売管理システム」
「在庫管理システム」
を低価格にて
ご紹介しております。クラウドの利点である、場所を選ばない情報検索・入力で、貴社の業務効率
UPを支援します。

https://www.pepex.co.jp/

http://www.hol-on.co.jp/

http://www.metro.co.jp/

http://www.mebius.co.jp/

http://www.kk-lapis.co.jp/

リコージャパン㈱

http://www.ricoh.co.jp/

㈱ＹＳＬソリューション

http://www.ysl.co.jp/

「リコーデジタルサイネージ」クラウド型サイネージコンテンツ配信サービス
「ビジュアルな最新情報
配信をカンタン＆ローコストに実現」
「店舗が変わる、
オフィスが変わる明日へのデジタルメッセージ」
高速図面閲覧・共有サービス
「CheX」
（チェクロス）
。
建築・土木・設備プロジェクト現場で快適に操作でき、図面や作業指示書、工事写真等の最新情報を
現場、事務所、協力会社等の関係者全員で共有し、業務効率を向上させます。

参加申込書

FAX▶045-671-7410 申込締切日▶2月27日（月）
※「受付票・参加票」はございません。直接会場までお越し下さい。

企業・団体名
連絡担当者名

TEL

E-mail

FAX

役職名

氏名

特別講演

セミナー
A

B

●参加を希望する講演会・セミナー
（Ａ・Ｂ）
に○印をお付け下さい。
●講演会・セミナー等について、
複数のお申し込みが可能ですが、
各定員200名を超えた場合は、
事務局よりご連絡の上、
受講可能
な数を制限させて頂く場合がございます。

●パソコンからのお申し込みは…https://goo.gl/forms/Y5mdVrumZOVygXvu1
●スマートフォンからのお申込みは…右のQRコードからアクセスしてお申し込みください
問合先

横浜商工会議所 総務部運営管理担当 ☎045-671-7498
キリトリ不要

●会場案内

横浜シンポジア
〒231-8524 神奈川県横浜市中区山下町2
産業貿易センタービル 9F

●ITフェア会場周辺にランチ営業のお店が複数ありますが、混雑している場合がござ
います。
●お弁当をご持参の方、会場周辺のお店で購入された方は、横浜商工会議所 会議室
（会場の１つ下のフロア）をご利用下さい。

大さん橋

赤れんがパーク

昼食について

横浜シンポジア
産業貿易センター9F
山下公園
横浜マリンタワー

県民ホール

みなとみらい線

港の見える丘公園

日本大通り駅 3番出口

元町・中華街駅

首
都
高
速
神
奈
川
線
３
号
狩
場
線

馬車道駅

芸術劇場・NHK前

神奈川県庁 郵便局

中華街

横浜市庁舎

JR 関 内 駅

横浜スタジアム

JR

石川

町駅

●日本大通り駅（みなとみらい線）……3番出口徒歩5分
●市営バス……芸術劇場・NHK前下車徒歩3分
大桟橋下車徒歩1分
●関内駅（JR、市営地下鉄）……徒歩15分（タクシー5分）
●石川町駅から（JR）……徒歩15分（タクシー5分）

