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富士通株式会社
株式会社内田洋行 ITソリューションズ
RPA テクノロジーズ株式会社
株式会社アイ・オー・データ機器
株式会社イノフィス
ウイングアーク１ｓｔ株式会社
株式会社ウチダテクノ
エコナビスタ株式会社
エプソン販売株式会社
株式会社オービックビジネスコンサルタント
株式会社オーユーシステム
サイボウズ株式会社
スマートインサイト株式会社
積水樹脂キャップアイシステム株式会社
THKインテックス株式会社

株式会社テクノツリー
日本マイクロソフト株式会社
パナソニック ネットソリューションズ株式会社
株式会社ハンモック
株式会社フェアウェイソリューションズ
富士ゼロックス大阪株式会社
富士ソフト株式会社
株式会社富士通マーケティング
ユーザックシステム株式会社
株式会社ラクス
株式会社流通研究社
（五十音順）

立秋の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご配慮を賜り厚く御礼を申し上げます。
さて、来年の２０２０TOKYO目前に令和を迎えた日本は、急速な少子化と労働
人口の減少による人手不足、一方では多様化が拡大するユーザーニーズ等々、
多くの対応が急がれています。そのため企業経営では「データと人」
をどう活かす
かが喫緊の最重要課題であり、働く場のオフィスや事業所、工場、物流での生産性
の向上と女性・高齢者や外国人の多様な労働参加がさらに求められるところです。
このような経営課題の解決に向けてICTの活用は不可欠であり、その進化は一段
高い次元に向かいつつあります。企業のICTインフラは、AI、IoT、RPAなどの
新たなテクノロジーにより、“良質なデータ”を“見える化”し、人が活用するための
ICT基盤へと変貌するのです。
内田洋行ITフェア2019では、有識者、実践者のみなさまによるICT活用の展望
をはじめ、新たな技術と具体的で実践的なお話をご発表いただき、展示でも多彩
な分野をご紹介する、デジタルビジネス時代を紐解く構成といたしました。日頃
ご愛顧いただいております皆様のビジネスご発展のために、少なからずご参考と
なれば幸いです。
東京オリンピック・パラリンピックが開催される２０２０年。内田洋行は創業
１１０周年を迎えます。グループビジョン「情報の価値化と知の協創をデザイン
する」を掲げ、これからの日本社会の変化において貢献につとめてまいる所存です。
ご 多用中と存じますが、皆 様のご 来 場を賜りたく、心よりお待ち申し上げて
おります。
敬具
令和元年八月吉日
株式会社内田洋行
代表取締役社長

デジタルビジネス時代の

変化に立ち向かう

拝啓

特別講演

16:50〜18:00（70分）

一橋大学大学院
経営管理研究科 教授

楠 木 建氏

GA-4

すべては
好き嫌いから始まる

GT-1

仕事は晴れの日ばかりではない。努力をしても成果が出ない。思うような
評価が得られない――では、
どうしたらよいのだろう？
・インセンティブに頼らない仕事術とは？
・「良し悪し」
よりも
「好き嫌い」――「コレクトネス」
の奴隷になるな！
・UMS
（ユニクロ、
無印良品、
サイゼリヤ）
にみる独自価値の創造
・アマゾンの競争優位の正体は
「順列」
にあり
・「今こそ変革を！」
を演説する社長を信用しない理由
・「勝ち組・負け組」
と騒ぎ立てる人のイヤらしさ
・「ダイバーシティ経営」
の落とし穴…etc
『ストーリーとしての競争戦略』
の著者が贈る
「究極の仕事論」。
成熟社会における仕事・ビジネスの活路を指し示す画期的考察がここに。
◆ 主な略歴

一橋大学大学院経営管理研究科教授。専攻は競争戦略。企業が持続的な競争優位を構築
する論理について研究している。大学院での講義科目は Strategy。一橋大学大学院商学研
究科修士課程修了。一橋大学商学部専任講師（1992）、同大学同学部助教授（1996）、
ボッ
コーニ大学経営大学院（イタリア・ミラノ）客員教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科
助教授（2000）
を経て、
2010年から現職。
趣味は音楽（聴く、演奏する、踊る）。1964 年東京都目黒区生まれ。
◆ 主な著書
『「好き嫌い」
と才能』
（2016 東洋経済新報社）、
『好きなようにしてください：たった一つの「仕事」の原則』
（2016 ダイヤモンド社）、
『「好き嫌い」
と経営』
（2014 東洋経済新報社）、
『戦略読書日記』
（2013 プレジデント社）、
『経営センスの論理』
（2013 新潮新書）、
『ストーリーとしての競争戦略：優れた戦略の条件』
（2010 東洋経済新報社）
など多数。

GA-1

株式会社流通研究社
代表取締役社長

菊田 一郎 氏
世代・トレンド評論家 ／修士（経営管理学）
インフィニティ代表取締役 ／マーケティングライター
同志社大学・創造経済研究センター
「ビッグデータ解析研究会」
部員
日本マネジメント学会、日本マーケティング学会会員

牛 窪 恵氏

1968年東京生まれ。立教大学大学院・博士課程前期修了。
91年、日大芸術学部 映画学科（脚本）卒業後、大手出版社に入社。
フリーライターを経て、2001年4月、マーケティングを中心に行う
有限会社インフィニティを設立。トレンド、マーケティング関連の著
書多数。
「おひとりさま（マーケット）」
（05年）、
「草食系（男子）」
（09
年）は、新語・流行語大賞に最終ノミネート。NHK「所さん！大変で
すよ」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」読売テレビ「ウェークアッ
プ！ぷらす」、毎日放送「ミント」ほかでコメンテーター等を務める。
オフィシャルブログ「Ameba公式「牛窪恵の「気分はバブリ～♪」
（http://ameblo.jp/megumi-ushikubo/）

【代表作】
◆『男が知らない
「おひとりさま」マーケット』
（日本経済新聞社）
◆
『独身王子に聞け！』
（日本経済新聞社）
◆
『草食系男子「お嬢マン」が日本を変える』
（講談社）
◆『新女性マーケット Hahako（ハハコ・母娘）世代をねらえ！』
（ダイヤモンド社）
◆
『【年の差婚】の正体』
（扶桑社/ 諸富祥彦教授と共著）
◆『男女1100人の「キズナ系親孝行、始めました。」』
（河出書房新社）
◆『大人が知らない「さとり世代」の消費とホンネ』
（PHP研究所）
◆
『
「バブル女」
という日本の資産』
（世界文化社）
◆
『恋愛しない若者たち』
（ディスカヴァー・トゥエンティワン）
◆『大人を磨くホテル術』
（日本経済新聞出版社/高野登氏と共著）
◆
『
「男損
（だんそん）
」
の時代』
（潮出版社）
◆
『
「おひとりウーマン」消費！』
（毎日新聞出版）
◆
『なぜ女はメルカリに、男はヤフオクに惹かれるのか？』
(光文社/田中道昭氏と共著)※2019年8月発売

82年名古屋大学経済学部卒業。83年株式会社流通研
究社入社、90年より月刊「マテリアルフロー」
（当時「無
人化技術」）編集長、17年より現職。物流・ロジスティク
ス、サプライチェーン、RFID/IT関連分野まで、内外の
取材・執筆を継続するかたわら、2012年より「アジア・
シームレス物流フォーラム」の企画・実行統括を担当。
06年より東京都中央・城北職業能力開発センター赤
羽校「物流の基礎」講師。著書に「ロジスティクスで会
社が変わる」
（白桃書房、共著）、
「物流センターシステ
ム事例集Ⅰ～Ⅵ」
（流通研究社）、ビジネス・キャリア検
定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション
3級」
（社会保健研究所、11年改訂版、共著）など。

GB-2

GA-2

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員
マイクロソフトテクノロジーセンター センター長 兼 サイバークライムセンター 日本サテライト 責任者

北海道介護福祉道場 あかい花
代表

澤 円氏

菊地 雅洋 氏

立教大学経済学部卒。生命保険のIT子 北星学園大学文学部社会福祉学科卒業。
会社勤務を経て、1997年、
マイクロソフト 特別養護老人ホームの施設長を経て現在
（現日本マイクロソフト）
に転職。情報共 はフリーランスとして、介護福祉関係団体
有系コンサルタントを経てプリセールス 等から講演依頼を受けて全国を奔走中。
SEへ。2006年よりマネジメントに職掌 ブログ「masaの介護福祉情報裏板」
・
を転換し、
テクニカルセールス部門のマ ネット掲示板「介護福祉情報掲示板」
ネジメントを行う。
2011年7月、
マイクロ は有数のアクセス数を誇る。
主な著書に
ソフトテクノロジーセンターセンター長 『人を語らずして介護を語るな（シリー
に就任。2015年2月より、
サイバークラ ズ3部作）』
『介護の詩』
『介護の誇り』等
イムセンター日本サテライトの責任者も がある。
兼任。
2018年6月より、
業務執行役員。

GB-3

日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員（JCIC） アクタス税理士法人
主任研究員
代表社員 税理士

上杉 謙二 氏

GB-1

加藤 幸人 氏

GB-4

株式会社内田洋行
ネットワークビジネス推進部

太田 浩史

総勢約150名で Office 365 の良さや便利さ、
利活用の
コンサルティング会社において、官 東京と大阪を中心に５拠点、
の コツを広めるべく、
セミナーや勉強会で
公庁や民間企業に対するサイバー 構成する会計事務所グループ「アクタス」
税理士は、
「接客・サービス・コ の登壇や、
ブログや書籍の執筆などを
セキュリティ戦略立案、サイバー演 代表を務める。
であるという考えにもとづき、
いつ 行う。
2013年に米 Microsoft 社より、
習、インシデント対応支援、M&A ンサル業」
経営 Microsoft MVP Award を初受賞し、
現
戦略策定に従事。また、
サイバーセ もお客様の立場になって徹底的に考え、
セ 在は6度の連続受賞中。
キュリティの国際会議やイベントの 視点でのコンサルティングを提供している。
ミナー講師も数多く行っており、
受講者目線
企画にも携わる。
で、
わかりやすく丁寧な解説には定評がある。

タイムテーブル
GA-1

11:00〜11:50（50分）

Timetable

物流 × ロボット × AI

「人手不足×働き方改革」の喫緊の課題にどう応える？
～ AI/IoT/ロボティクス時代の先端物流現場システム～
株式会社流通研究社
代表取締役社長 菊田 一郎 氏

GB-1

福祉

10:50〜12:10（80分）

介護施設の人手不足に打ち勝つ！
～定着率向上とより良い介護への挑戦！～
北海道介護福祉道場 あかい花
代表 菊地 雅洋 氏

物流現場の人手不足は危機的状況です。一方で効率化を進める最大のチャンスで
もあります。今回は現在の物流を巡る問題分析から、
ロボティクス/マテハン/IoT/
AIなど先端テクノロジーを活用した内外の物流現場自動化・省力化の事例紹介を
軸に、
「これまでの常識では測れない」未来志向の具体例をご紹介いただきます。

「介護業界だから人材不足は仕方ない」
と諦めている今こそ、
自事業所の人手不足
解消に取り組む絶好のチャンスです。介護業界の人材不足を解消するために必要
な情報やノウハウを、人材不足の現状や原因、人手不足によるリスク、IT活用も含
めた解消に効果的な施策、成功事例、公的対策などの項目に整理して分かりやす
く解説いただきます。
休 憩 時 間

GA-2

12:40〜13:40（60分）

GB-2

IT × 働き方

あたりまえを疑え
～ ITツールで実現する働き方変革成功へのヒント～
日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員 マイクロソフトテクノロジーセンター センター長
兼 サイバークライムセンター 日本サテライト 責任者 澤 円 氏
働き方改革を本気で進めるために何が必要なのか、
日本マイクロソフトがどうやっ
て進めてきたか、
日々の業務の課題解決や効率化を実現する最新のソリューショ
ンの紹介とともにわかりやすく説明します。
また、組織のあたりまえに切り込み、
こ
れからの働き方について何が効率的なのかについてもお話しいただきます。

セキュリティ

13:00〜13:50（50分）

これなら納得！セキュリティを社長に説明するための
「サイバーリスク見える化ツール」活用法
日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員
（JCIC）
主任研究員 上杉 謙二 氏
サイバーセキュリティはITだけの問題ではなく、企業経営を脅かす問題になってい
ます。
しかし、
サイバーセキュリティは専門用語が多く、経営者に重要性を伝えるこ
とは簡単ではありません。今回の講演では、
サイバーリスクの見える化ツールを用
いて、
どうすれば経営者に必要性を伝えられるかというポイントをご紹介いただき
ます。

休 憩 時 間

GA-3

14:00〜15:20（80分）

工場 × IoT × AI × BI

GB-3

経理マン必見！
経営に役立つ「管理会計」

モデレータ：IoTニュース
代表
パネラー：ウイングアーク１ｓｔ株式会社
営業カスタマーサクセス本部 製造企画営業部 部長
富士通株式会社
エバンジェリスト
株式会社内田洋行 ビル事業推進部 部長

アクタス税理士法人
代表社員 税理士 加藤 幸人 氏

荏原 光誠 氏
武田 幸治 氏
山本 哲之

人手不足の影響は工場にも及んでいます。このままでは、モノづくりができない危機に陥り
ます。工場の運用監視、生産は今やデジタル化が必須となります。加えて、工場環境や基幹シ
ステムから発生するデータを有効活用することで他社と差別化した効率的な生産につなが
ります。今回は、未来を見据えた製造プロセス全体のデジタル化をご紹介いただきます。

経理の仕事は、外部利害関係者向けに適正な財務諸表を作成する
「財務会計」が
基本となりますが、経営者や管理者向けに意思決定に役立つ会計情報を提供する
「管理会計」への期待も高まっています。本セミナーでは、事業計画の策定や損益
分岐点分析などの管理会計の基本について、
中小企業の実践事例を交えて解説い
ただきます。

休 憩 時 間

GA-4

15:40〜16:30（50分）

GB-4

マーケティング

令和時代の消費トレンド
～ AIの進化がカギを握る
近未来のライフスタイル～
世代・トレンド評論家 マーケティングライター
インフィニティ代表取締役
同志社大学・創造経済研究センター「ビッグデータ解析研究会」部員

牛窪 恵 氏

15:40〜16:30（50分）

16:50〜18:00（70分）

特別講演

Microsoft Teams と Power Platform で広がる
Office 365 の活用
株式会社内田洋行
ネットワークビジネス推進部

太田 浩史

数多くの企業で利用される Microsoft Office 365 の中でも、特に近ごろ大き
な注目を集めているのが、従業員のコラボレーションのハブとなる Microsoft
Teams と、業務アプリを素早く簡単に作成できる Power Platform（PowerApps
/ Microsoft Flow / Power BI）
です。
このセミナーでは、
これらの概要と、利用する
ことによってどういったことができるのかをご紹介いたします。

一橋大学大学院
経営管理研究科 教授

楠木 建 氏

展示会場へぜひお

働き方改革 × グループウェア

休 憩 時 間

GT-1

展示会場へぜひお

管理会計

14:10〜15:00（50分）

製造のプロセス全体をデジタル化
～ AI/IoT/BIを活用したデジタル化で工場が変わる、経営が変わる～
小泉 耕二 氏

展示会場へぜひお

展示会場へぜひお

すべては
好き嫌いから始まる

GD-1

11:00〜11:50（50分）

基幹業務システム スーパーカクテル

人が働く時代からシステムに働いてもらう時代へ
～スーパーカクテルのロードマップご紹介～
展 示 会 場へぜひお越しください

株式会社内田洋行
ICTリサーチ＆デベロップメント ディビジョン ビジネスソリューション開発部

10：30 〜1 8：0 0

今や、人が働く時代からシステムに働いてもらう時代です。生産年齢人口減少
が大きな企業課題となる中、社内や企業間取引における生産性向上への取組
みは、避けては通れないものとなってきています。本セミナーでは、
「スーパー
カクテルCore(基幹業務システム)」
を中核としつつ、成長し続けるビジネスプ
ラットフォームとしての今後の取組みをご紹介いたします。
越 しください

10：30〜18：00

GC-2

12:40〜13:50（70分）

物流改革

ユーザー様
講演

GD-2

13:00〜13:50（50分）

業務改善

人手不足に打ち勝つ！
〜ユーザー事例で語る、まだまだ出来る物流業務改革〜

ビフォーアフター形式で厳選事例を解説！
～ノンプログラミング業務改善プラットフォームkintoneのご紹介～

モデレータ：株式会社流通研究社 代表取締役社長 菊田 一郎 氏
パネラー：サッポロホールディングス株式会社 ロジスティクス部 グループリーダー
井上 剛 氏
THKインテックス株式会社 装置事業本部 ロボット部
内山 勝博 氏
レッドホースコーポレーション株式会社 カスタマーサービス部 部長 大久保 雅明 氏
株式会社内田洋行 物流スペシャリスト
松浦 祥

株式会社サイボウズ

物流業務は、
これまでにない人手不足に見舞われ、今後は業務が滞るリスク
も予見されます。
当セミナーでは、
ロボット活用、検品効率化による庫内物流
の改善、KPIを活用した3PLに対する荷主サイドの管理、3PLのサービス及び
効果的な活用方法について、事例を通じてご紹介いただきます。
越 しください

10：30〜18：00

GC-3

14:10〜15:00（50分）

建設 × 基幹システム

建設・工事業の課題を解決し成長をサポートする
統合基幹システム（PROCES.S）のご紹介


株式会社内田洋行ITソリューションズ
全国で350社以上の導入実績を誇るPROCES.S
（プロセス）
は、工事原価と会
計処理を一本化したシステムです。
多様なモジュールで建設・工事業の各業務
（会計、原価管理、支払、請求入金、JV、
ワークフロー等）
を支援します。本セミ
ナーでは、新登場したエンタープライズ版PROCES.Sの特長をご紹介いたし
ます。

越 しください

12,000社への導入実績を持つ業務改善プラットフォームkintone。本セミ
ナーではそのkintoneの食品製造業・サービス業・建設業など様々な業種に
おける活用事例をご紹介いたします。皆様が参考にしやすい事例を厳選し、
業務改善に取り組む方法をビフォーアフター形式でわかりやすくご紹介。
明日から改善の第一歩を開始できるTipsをぜひお持ち帰りください！

GD-3

14:10〜15:00（50分）

原価管理

ユーザー様
講演

原価管理システムの再構築プロジェクト
B-R サーティワン アイスクリーム株式会社
常務執行役員 生産本部長 蓑島 國男 氏
アイスクリーム
「サーティワン」
をＦＣ展開する同社では、基幹システムの再構
築に伴い、国内２工場の原価管理システムを刷新しました。原価の改善のた
めには「原価管理のPDCAサイクルの確立」が必要です。同社生産本部では、
実行予算の策定段階から商品別の原価シミュレーションを行い、
その予実を
管理する事で原価の改善に取り組んでいます。本プロジェクトの狙いと全容、
課題に対する今後の取組みについても解説いただきます。

10：30〜18：00

GC-4

15:40〜16:30（50分）

RPA

ユーザー様
講演

GD-4

15:40〜16:30（50分）

クラウド

自動化ロボット40業務を作成！
〜昭和電機がRPAを導入して2年間の成果と事例〜

AWSの本当の価値知ってますか？
〜中堅、中小企業の活用事例から学ぶサクセスストーリー〜

昭和電機株式会社
経営管理部 ICTシステムグループ 兼 総務グループ 栗山 隆史 氏

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
エリア統括本部 中堅・中小企業デジタルトランスフォーメーション部
マネジャー 木村 亮 氏

昭和電機様では定型業務の自動化による労働生産性の向上を目指してRPA
を導入して丸2年、順調に業務の移行が進み、現在は当初計画していた59業
務中40業務の自動化が実現しています。今セミナーでは複数のRPAを利用し
ながら安定的に稼働するロボットをどのようにして開発を進めたか、
デジタル
な成果と事例を交えてわかりやすくご紹介いただきます。
越 しください

中堅・中小企業がAWSを活用する上でのポイントや成功の秘訣とはどのよう
なものでしょうか。本セミナーでは、
お客様からヒアリングした事例をもとに
中堅・中小企業におけるAWSの活用シーン紹介と共に、
スーパーカクテルへ
の適用事例を交えてご紹介いただきます。

10：30〜18：00

展 示 会 場へぜひお越しください

10：30 〜 18：00

※講演の内容は変更になる場合がございます。

展 示の ご 案 内

エリア

No.
1
スーパー
2
3
カクテル
4
エリア
5
6
食品・物流
7
ソリューション 8
9
エリア
10
11
12
13
14
基幹システム・ 15
連携システム 16
17
エリア
18
19
20
21
22
23
24
25
26
先端 ICT
27
エリア
28
29
30
31
32
33
会議・
34
コミュニケーション 35
36
エリア
37
38
福祉エリア 39
40

展示製品名
スーパーカクテルイノーヴァ
スーパーカクテルCore販売
スーパーカクテルCore会計
スーパーカクテルCoreFOODs
スーパーカクテル物流
簡易配車インタフェース
テーピットWX
食Quality
MotionBoard物流テンプレート
MotionBoard食品テンプレート
スーパーカクテルイノーヴァ保守テンプレート
PROCES.S
奉行シリーズ / 奉行クラウドEdge
Mµgen（ミュージェン）
φ-Pilot Series
MAJORFLOW Z CLOUD
kintone（キントーン）
AnyForm OCR
XC-Gate.ENT（エクシーゲート）
WEB帳票発行システム『楽楽明細』
DocuColor1450GA
Dr.Sum / MotionBoard
Autoジョブ名人
Bizrobo! Station
ロボオペレータ
ピッキングロボット「NEXTAGE」
Zinrai文書翻訳
FUJITSU LiveTalk
メール誤送信対策・標的型メール攻撃訓練サービス
AZCLOUDファイルサーバ/クラウドWAN Verona
FUJITSU 法人向けPC（LIFEBOOK＆ARROWS Tab）
LightScene
ClickShare / wivia
SmartRooms+会議診断サービス
Surface Hub
Teams EnterpriseVoice
moreReception
マッスルスーツ
絆介護情報タブレットシステム
ライフリズムナビ+Dr

展示製品概要
Webベース基幹システム（ワークフロー連携）
中小中堅企業向け販売管理システム
経費精算とつながる財務会計システム
食品業向け基幹業務パッケージ
庫内作業・在庫の最適化を支援するWMS
配送計画・運賃シミュレーション
新型帯掛機
食品品質情報管理システム
物流業務向けBI見える化ツール
食品業務向けBI見える化ツール
販売・保守契約～部材管理まで保守業務システム
建設業向けERP ～現場から経理・経営層まで情報を繋げる統制機能を搭載～
次世代基幹業務システム
スーパーカクテル連携 使える「見える化」実現ツール
需給調整PSIソリューション
Web型経費精算＆ワークフロー
クラウド型業務アプリ構築ツール
取引先帳票対応 OCRソフト
現場帳票電子化システムの決定版
印刷・封入などの手間をゼロに！
デザインから印刷まで一気通貫で、最適な制作をご提案
企業内外のデータを活用し意思決定をサポート
純国産RPAツール
デジタルレイバープラットフォーム
RPAパッケージ
ユーザと一緒に進化していくヒト型ロボット
AIによるニューラル機械翻訳 PPT/outlookも翻訳
音声認識・リアルタイム翻訳によるダイバーシティ・コミュニケーションツール
従業員へのセキュリティ教育とメールセキュリティソリューション
クラウドストレージ＋簡単VPNでセキュアなテレワーク環境をお手軽に実現
圧倒的な軽さで働き方改革を加速させるモバイルPC
映像空間演出プロジェクター
ケーブルレスでプレゼンテーション
会議室予約・運用システム
チームワーク用、一体型デジタルホワイトボード、会議用プラットフォーム
Office 365 でチームワークを実現するためのハブ
無人受付システム
約10秒で装着完了。介護現場での腰を補助し負担を軽減
ipadに対応した介護記録システム
医療機関と連携した見守りシステム

企業名
内田洋行
内田洋行
内田洋行
内田洋行
内田洋行
内田洋行
ウチダテクノ
オーユーシステム
内田洋行
内田洋行
内田洋行
内田洋行ITソリューションズ
オービックビジネスコンサルタント
スマートインサイト
フェアウェイソリューションズ
パナソニック ネットソリューションズ
サイボウズ
ハンモック
テクノツリー
ラクス
富士ゼロックス大阪
ウイングアーク１ｓｔ
ユーザックシステム
RPAテクノロジーズ
富士通マーケティング
積水樹脂キャップアイシステム/THKインテックス
富士通
富士通
富士通マーケティング
富士通マーケティング
富士通
エプソン販売
内田洋行
内田洋行
内田洋行
内田洋行
富士ソフト
イノフィス
内田洋行
エコナビスタ

※展示内容は変更になる場合がございます。

2019/10/29（火）
講演会場 10:50-18:00（受付開始 10:30）
展示会場 10:30-18:00
会

場

会場へのアクセス（グランフロント大阪 北館 B2F）大阪市北区大深町3-1
・ JR「大阪駅」下車 徒歩5分 ・ 地下鉄「梅田駅」下車 徒歩5分
・ 阪急「梅田駅」下車 徒歩5分

グランフロント大阪 北館 B2F

（コングレコンベンションセンター）

お申し込み方法
WEBでのお申し込みとなります。
下記URLにアクセスし、フォームにご入力ください。

w w w.uchida.co.jp/it fair/

2019

10/25（金）
お申し込み
受付〆切

受付完了のご連絡
お申し込み時に「お申し込み受付のお知らせ」をメールでお送り
します。後日、
「 受講票」のご案内をメールでお知らせします。
※同業他社の方、また、満員等、会場の都合によりお申し込みをお断り
させていただく場合がございます。

当日のお願い事項
当日は印刷した「受講票」とお名刺を一枚お持ちください。

お問い合わせ先

TEL: 06-6920-2701

情報ソリューション事業部 内田洋行ITフェア事務局
E-mail : juchidafair@uchida.co.jp

グランフロント大阪
北館

