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様々な企業が取り組んでいる働き方改革。単に勤務時間の短縮やテレワークなどの施策
にとどまらず、AIを活用した新たな手法が求められている。そこで今回は富士通とマイク
ロソフトが共同開発中の働き方改革AIソリューションの全貌や富士通のRPAやIoTなどの
取組みについて、さらには日本の近未来予測も含めて動画を交えて詳しく紹介します。
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出展スポンサー

日時 2018年9月21日(金) 10:00-18:15
場所 サイボウズ株式会社 東京オフィス27階

入場無料

お申込みは
こちらから https://ccon.smktg.jp/public/application/add/66

第3回シーコン・カンファレンスSep. 21st

   とは

CLOUD MUSTの時代、1つのクラウドで企業のITを全て賄うことはできません。情報系・基幹系の統

合は、オンプレ時代から進んでおり、情報系のクラウドが進化を続けながら、基幹系との連携でク

ラウドとオンプレを統合することをハイブリッドITとして提唱されていました。最近では、基幹系

のクラウドが、急速に進化し、MULTI CLOUDが企業のビジネスに不可欠な要素となった結果、それ

らのエコシステムが急速に進んでいます。そのような背景から、ISVベンダー1社のクラウドの提案

では限界があり、また、複数のクラウドを連携したソリューション提案をするCIerの存在は大変重

要になっています。それらの顧客ニーズを満たすために、本コンソーシアムはkintone / Garoonと連

携できるISVパートナーが集まり、それらをCIerとして統合できるSIベンダーが共同で集うことで、

お客様が求めるサービスを迅速に提案と実装ができるだけでなく、お客様へクラウドの今と未来

をお伝えすることを目的とします。
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近未来予測と富士通が創り出す
AIを活用した働き方改革
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展示ブース紹介

CData Software Japan 合同会社

CData Drivers for kintone
社内の既存ツールから kintone データを活用
CData Drivers for kintone は、ODBC/JDBC/ADO.NET と いった標準 SQL で
kintone のデータへアクセスするデータドライバー製品です。API の習得なく
ご利用のOffice 製品（Excel、Word、Access）や BI ツール（Tableau、PowerBI、
Qlik）から kintone のデータを活用出来ます。

サイボウズスタートアップス株式会社

フォームブリッジ、プリントクリエイター、
kMailer、kViewer、kBackup
kintone 連携 No.1 メーカーが全製品を紹介します
kintoneをご利用中／ご検討中なら、まずはこれらの連携サービスをチェックし
ましょう！webフォーム、帳票、メール、バックアップ、外部ビューなど。kintone
を使っていると欲しくなる「あと一つ！」を漏れなく紹介します。実際に管理画
面／デモをご覧いただくことも可能です。お気軽にお立ち寄りください。

弁護士ドットコム株式会社

クラウドサイン
業務効率化とコストカットを実現する電子契約システム
リリースから 3年足らずで 2.5 万社以上が導入。今、急速にクラウドサイン化
が進む理由は「印鑑なしでも法的にOKなら、紙でやり続ける理由がない」た
め。契約締結までの時間やコスト削減（郵送代・印紙税など）はもちろん、検索・
自動通知機能など、業務効率化を促進する管理機能も充実。導入事例も多数紹
介可能です。

M-SOLUTIONS 株式会社

M-SOLUTIONS kintone プラグイン
企業のイノベーションに貢献するクラウドBI ダッシュボード
MotinoBoard Cloud は、企業をとりまくさまざまなデータを価値ある情報に変
える、表現力と分析力を兼ね備えたクラウド版、情報活用ダッシュボードです。
kintone に直接つながるアダプターも提供開始し、ニーズの多い業務・業種に対
しても、次のアクションが起こせるノウハウを詰め込んだテンプレートを用意
しております。

freee 株式会社

経営向け会計クラウド「freee」
kintone と連携し、経営データ分析に革命を
会計ソフトが単なる「仕訳の箱」である時代は終わりました。
資産である財務データをいかに活用し、スピーディーな意思決定ができるか、そ
れが企業の競争力の源泉になる時代が訪れています。経営向けに進化した
freee、さらにkintoneとの連携で実現できる世界を、惜しみなくご紹介致します。

株式会社ソウルウェア

帳票プラグイン RepotoneU
kintone 向け帳票プラグイン　帳票は次の時代へ。
kintone から簡単に帳票を作成できる RepotoneU シリーズ。PDF、Excel への
出力はもちろん、郵送、FAX、メール、電子契約などのデータ連携により真の
ペーパレスを実現します。

株式会社シャノン

SHANON MARKETING PLATFORM
kintone に蓄積された情報をマーケティング活用できるMA
SHANON MARKETING PLATFORMは、kintone と相互連携できるマーケティ
ングオートメーションです。kintoneに蓄積されている営業情報を、デジタル・
アナログにまたがったマーケティングシナリオに活用できます。また、マーケ
ティング情報を活用した営業活動も可能になります。

株式会社富士通エフサス

企業間の双方向コミュニケーションを実現する
「販売情報共有システム」
企業間の双方向コミュニケーションにより業務を効率化
販売店やグループ企業といった企業間の双方向コミュニケーションを可能とす
る販売情報共有システムを展示、デモンストレーションを交えてご紹介します。
基幹システムや外部サービスとの連携機能や、優れた検索性・利便性・機能性を
備え、実際のアプリ画面操作から業務スピード・品質アップを体感いただけます。

JBアドバンスト・テクノロジー株式会社

Qanat2.0 / デジピタ ! / ATTAZoo+
データ連携 ,Excel 業務 RPA,kintone プラグイン
企業内外のデータをノンプログラミングで連携させ、業務効率UP・運用コス
ト削減に貢献するデータ連携ツール "Qanat”
Excel の操作手順を記録し､表編集プロセスを自動化 (RPA 化 ) するクラウド
サービス "デジピタ "
kintone がより便利になる機能を実装したプラグインセット "ATTAZoo+"

ソニービジネスソリューション株式会社

デジタルペーパー
進化した”デジタルの紙”この 1枚で仕事が変わる。
紙のような質感と、ノートのような軽さ。小さな文字まで読みやすく、ペンで書
込みができる。ソニーが作った新しい紙「デジタルペーパー」は、紙の使い勝手
を継承しながら、デジタルならではの機能を搭載し、さまざまなシステムや機器
とつながりペーパレスを実現します。

Dropbox Japan 株式会社

Dropbox Business
Dropbox Business で始める働き方改革
企業向けサービスとして提供しているDropbox Business は、強力な管理機能
とセキュリティを備え、高速な同期機能、企業内外のコンテンツ共有やアプリ
ケーション連携などのコラボレーション機能により利便性を向上し、新たな
ワークスタイルを実現します。このセキュリティと利便性を兼ね備えた
Dropbox Business を、デモと活用事例を交えて紹介します。

株式会社アイサイト

D-QUICK7
様々なシステム連携を可能にしたドキュメント管理システム 
一般文書だけではなく、ＣＡＤデータまでを部門レベルから企業レベルまで規
模を問わず管理できるシステムです。セキュアな状態で情報漏洩を防止し、情
報共有の有効活用ができるだけでなく履歴管理を行う事で常に最新情報を共
有することが出来ます。また多言語・クラウド対応によりグローバル環境で
の利用も実現できます。 

ウイングアーク 1st 株式会社

M-SOLUTIONS kintone プラグイン
SI実績ノウハウから生まれた一覧の利便性を高めるプラグイン！
kintoneの SI 開発で圧倒的な実績をもつ弊社が提供する、お客様ニーズを反映し
た実用的なプラグインです。kintone に登録された情報をもっと活用！探しや
すく検索拡張、見やすく表示拡張、数値の合計や平均を集計、メール配信で一斉
送信、未読既読管理など一覧画面を便利にするプラグインをご提供しています。

インフォテリア株式会社

ASTERIA WARP Core
kintoneとのデータ連携をかんたんに！月額3万円～
ASTERIA WARP Core は「アイコンを並べていくシンプルで簡単な操作」で
kintone と他システムとのデータ連携、加工変換、自動処理を実現します。ウィ
ザード形式で連携処理をより簡単に設定できる専用のテンプレートも多数用
意されており、「初期費用ゼロ、月額 3万円～」でデータ活用を始められます。 

コクヨ株式会社

コクヨの伝票サービス「Repotovas」
「kintone」から請求書を直接郵送！バックオフィスの負担
を軽減
請求書や見積書の発行に手間がかかる…とお悩みのバックオフィス業務の担当
者様、必見！「kintone」上のクリック操作だけで、伝票の作成、封入から郵送まで
が完結するコクヨの伝票サービス「Repotovas」をご紹介します。

株式会社コラボスタイル

コラボフロー
Webと Excel で誰でも作れるワークフロー
誰もが使える Excel のように、思い通りのワークフローがどなたにでも作れ
る。それがコラボフローです。情報システム部門だけでなく、様々な業務部門
でWebフォームの作成や業務フローの作成が可能です。

グレープシティ株式会社

krewSheet
kintoneと Excelのイイトコどり
krew は kintone の一覧を Excel ライクに変身させるプラグイン。Excel のよ
うな操作性で kintone のデータ入力 /編集ができるから、Excel 業務をスムー
ズに kintone に移行できます。kintone と Excel のイイトコドリで作業時間短
縮と情報共有を実現し業務改善を促進します。

日本オプロ株式会社

OPROARTS/AppsME
kintone のあらゆるドキュメント業務を最適化
データハンドリング・マルチクラウド連携・ドキュメント出力を 1つで可能
にする「OPROARTS」、モバイル端末がオフラインでもデータ入力が可能なモ
バイルアプリ「AppsME」をご紹介します。


