
平素より格別なるご厚情を賜り、厚く御礼申しあげます。

この度、「OPEN ONLINE SEMINAR」をオンライン形式で開催いたします。

日頃ご愛顧いただいております皆様に、

知恵とつながりが広がる1か月をお楽しみいただくべく、

バリエーション豊かなコンテンツを多数ご用意しております。

是非ともご参加賜りたくご案内申しあげます。

2021年2月8日（月）〜3月4日（木）会期

形式 オンライン配信（参加無料・事前登録制）

下記URLもしくはQRコードよりお申し込みください
https://jp.fujitsu.com/family/online/openseminar2021/
※お申込みいただいた⽅には、会期終了後に「申込特典映像」をご案内させていただきます。

お申込み

※スケジュール・実施内容は、都合により⼀部変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

主催︓FUJITSUファミリ会
共催︓富⼠通株式会社 富士通Japan株式会社



コミュニケーションの初期段階、多くの情報は “⾒た目” からと言われています。

オンライン・オフラインを⾏き来する働き⽅が当たり前となり、ビジネスウェアもカ

ジュアル化が進んでいますが、 “スーツ世代” にとっては悩ましいのではないで

しょうか。

本セミナーでは、男性のスタイルを中心に、初めからプラスの印象を相手に与

えるためのポイントや、ニューノーマルの時代に意識すべきことをお伝えします。

⾃分を伝える表現⼒としての ”服育” を、ぜひビジネスにお役⽴て下さい。

富士通株式会社

2/18（木）

15:00~16:00

大人の服育セミナー
〜明⽇から使える着こなし術〜

ビジネススキル
コミュニケーション

S08-1 申込締切2月14日定員500名

2/16（火）

13:30〜15:00

スポーツ・健康

新型コロナウイルスの影響により、新しい生活様式が浸透する中、運動や食

事制限サプリなどいろいろ試してみても、本当に正しい知識で「健康的」といえ

る⽣活を⾏っている⽅は少ないのではないでしょうか︖まずは免疫⼒をあげ、

⾷に対する正しい知識・⾷選⼒を⾝に付け、生活に活かす最新の方法をお

伝えします。10年後、20年後も若々しくあるために、体の中から変える体質

改善で健康的で綺麗に痩せてみませんか︖

最新︕
健康的に痩せるためのメソッド
〜10年後、20年後も若々しくあるために〜

S06-1

ヴィーナスサルース主宰

工藤 深雪 氏

申込締切2月11日定員500名

申込締切2月28日定員1000名

言うのとやるのは大違い!
政治の話に加え、コロナ政策の是非、オリパラ、大阪万博、統合型リ
ゾート施設（IR）、これからのDX時代について。
大阪府知事、⼤阪市⻑を務め、一から地域政党、国政政党をつくり、
大阪都構想という前代未聞の改革に挑戦してきた橋下氏が本音で
語ります。

3/4（木）
16:00〜17:00

今、日本に足りないもの
〜変⾰の精神〜

S15-1

元⼤阪府知事・元⼤阪市⻑

橋下 徹 氏

特別講演

申込締切2月9日定員600名S04-1

お⾦の作り⽅メソッド︕

ファイナンシャルリテラシーとは「お⾦の知識」のことを指します。

お⾦を正しく理解し、使い、守り、増やす、そういう知識が全体的に⾼くなれば

日本も豊かになっていきます。世の中にたくさん間違った情報が溢れている今

だからこそ、お⾦の正しい知識とその活⽤⽅法をこのセミナーを通してお伝えし

ます。

2/12（⾦）

16:00~16:50

毎月5000円で

⾃動的にお⾦が増える⽅法

交流会 会員限定 抽選S04-2

ミアン・サミ⽒との交流会

詳しくはWeb申込みサイトをご覧ください︕
（定員20名）

2/12（⾦）17:00〜17:30

ミアン・サミの
ファイナンスジム主宰

ミアン・サミ 氏

教養
ファイナンス

申込締切1月21日

コミュニケーションはとったもん勝ち︕
〜世界中を旅した経験談を⾯⽩おかしく語ります︕〜

コミュニケーションツールとして⼀番効率が悪いのは、「⾔葉」だということを知っ

ていますか︖⾔葉や⽂化を越え、自分の気持ちを伝えることができるのは実

は｢ボディランゲージ」なのです。そして、何よりも⼤切なことは、「相手に興味を

持つこと」です。世界中を飛び回り、⽣活様式や⽂化が全く異なる多⺠族と

触れ合うことで得た「誰とでも仲良くなれるコミュニケーションのコツ」を、旅のリス

クやエピソードも交えてお話しします。

2/19(⾦)
16:00~17:00

コミュニケーション

S09-1 申込締切2月16日定員900名

吉本興業株式会社
お笑い芸人

千原 せいじ 氏

交流会 会員限定 抽選S09-2

千原せいじ⽒との交流会

詳しくはWeb申込みサイトをご覧ください︕
（定員50名）

2/19（⾦）17:10〜17:40

申込締切1月21日

法的・道徳的に反しない限り、どの様なご⽤命にも全⼒でお応えするのがコン

シェルジュ。日本におけるコンシェルジュの歴史は20年余りとまだまだ浅いもの

の、ホテルで究極のパーソナルサービスを提供する代名詞として認識されるよう

になって参りました。ITの進化によって、そのサービスの内容や手法は変わって

きたものの、私達が何より重んじるのは人と人とのネットワークです。本セミナー

では、観光産業の実態や日々のおもてなしの経験を元に、仕事に役⽴つホ

スピタリティマインドについてお話しします。

2/24（水）

14:00~15:00

観光産業で働くということ。

友情の心を集めた”おもてなし”

ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜
ディレクター オブ コンシェルジュ

阿部 泰年 氏

教養

S11-1 申込締切2月21日定員300名



eかんばんに代表されるトヨタ⾃動⾞のグローバルSCMアプリケーションの⽼朽

更新にあたり、極⼒レガシーを活⽤してコストを抑えつつ、クラウド・コンテナを

活用してAPIデータ連携基盤等の新たな付加価値を提供していく事例をご

紹介します。

3/3（水）

15:00〜15:30

お客様事例
ものづくり レガシー環境とクラウド・コンテナを

併用したSCMアプリケーションの
⽼朽更新・モダナイゼーション事例

株式会社トヨタシステムズ
管理・製造IT本部
部品調達システム部 部⻑

浅井 誠司 氏

S14-1 申込締切2月28日定員500名

2/17（水）

14:30〜17:00

オンラインでも熱気は充分︕ファミリ会全国支部の会員様11名が約2か月間に
わたりプレゼンのプロ、富士通エバンジェリストからプレゼン指導を受けた成果がこ
の日発揮されます。視聴者の方々の投票、審査員の投票にて入賞者を決定し
ます。果たして第1回プレゼン大会に優勝するのは誰なのか!? ビジネスマンの
熱いバトルに乞うご期待︕プレゼン指導の様子も別途Youtube限定公開にて
配信予定です。仕事でもプライベートでもプレゼンをする機会は少なくありません。
オンラインならではのプレゼンの極意など⾒所満載ですので是非ご視聴ください。

富士通株式会社
シニアエバンジェリスト

及川 洋光

プレゼンテーション大会
〜RainboUプロジェクト〜

プレゼン
テーション

S07 -1 申込締切2月14日定員500名

メディア業界は20年前から苦しいと⾔われてきました。何もしてこなかったわけで
はないが、数々のトライをしてもうまく⾏きませんでした。2018年、WiL(※)への
投資から企業変革がスタートし、同年5月、シリコンバレーに駐在員を派遣。
「社員の意識を変え、変革を全社的な動きにするには、誰も思いもよらないよう
な策が必要」と社⻑⼤⽯剛のもと、1週間のシリコンバレー「訓練」を複数回実
施しました。帰国後の活動としてまとめた静岡新聞社イノベーションリポートの発
⾏を通して企業風⼟や社員の意識がどう変わってきているのか、今動いているこ
とを包み隠さずお話しします。 ※WiL︓シリコンパレー拠点のベンチャー⽀援企業

2/25（木）

13:30〜14:30

社員のマインドセット変革から始める
ユーザーファースト企業への道
〜今までの取り組みから⾒る変化と現在地〜

株式会社静岡新聞社・
静岡放送株式会社
社⻑室 経営戦略推進部

シリコンバレー駐在

奈良岡 将英 氏

株式会社静岡新聞社・
静岡放送株式会社
社⻑室 経営戦略推進部

本社勤務

萩原 諒 氏

お客様事例
企業変革

S12 -1 申込締切2月21日定員500名

eスポーツを皆様はご存じでしょうか︖eスポーツの基礎知識から企業の部活

動としての取り組み、楽しみ方まで、対戦デモンストレーションを交えご説明し

ます。また、コロナ禍で新たにスポーツを始めにくいと考えている方、⻑く続けて

いけるスポーツを探している⽅に富⼠通元陸上選⼿、柏原が「一人時間を満

喫でき、健康も手に入れることのできるスポーツ」をご紹介します︕あわせて、

今すぐできるストレッチも実演でお届けします。
※eスポーツの対戦では、大日本印刷株式会社様eスポーツチーム「Ichigaya Gaming Lab」の
方々にもご登壇いただきます。

2/26（⾦）

15:30〜17:00

コロナ禍でのスポーツの楽しみ方
〜eスポーツとリアルスポーツ、両⽅楽しもう〜

富士通株式会社
企業スポーツ推進室

柏原 ⻯⼆

OCA大阪デザイン&
IT専門学校 名誉学校⻑

馬場 章 氏

スポーツ・健康

S13-1 申込締切2月23日定員500名

申込締切2月4日定員1000名

新型コロナウイルスをきっかけに、大きなパラダイムシフトを迎えています。
いま、私たちが目指すべき、人や企業のWell-beingへの実現につい
て、過去から現在、未来に向けたコクヨの取り組みをご紹介します。ま
た、諸外国に⽐べて経済的な回復に⽴ち遅れている現状より、企業
が変わることの重要性、これらの新しい時代を担うリーダーへの思いな
ど、お話しします。

2/8（月）
14:00〜14:50

これからの日本
〜豊かさの本質〜

S01-1

コクヨ株式会社

会⻑

⿊⽥ 章裕 氏

特別講演
経営

＜司会＞
ABCテレビアナウンサー

加藤 明子 氏

Officeアイム代表
元アイドル⼥優

森川 あやこ 氏

元富士通株式会社
取締役副会⻑

伊東 千秋 氏

富士通株式会社
シニアエバンジェリスト

松本 国一

2020年、新型コロナウイルスにより世界が大

きく変化し、人々の生活や働き方も大きく変

わった⼀年でした。今後、私たちの生活は、

仕事は、未来は、どのようになるのでしょうか。

世界経済、ICT、コミュニケーションを切り⼝に、

各分野のエキスパートが語り合います。

2/22（月）

15:00〜16:00

時代が⼤きく変わった︕
働く現場はどうなる︖
〜様々な分野のエキスパートが語ります〜

働き方改革

S10-1 申込締切2月18日定員500名



お問い合わせ

個人情報の取扱いについて

トレンドセミナー

申込締切2月7日定員500名

AIを知って

DXに踏み出そう︕

S03-2

2/10（水）

14:00〜14:50

現在、様々な分野に登場しているAI。具体的に、AIは
どのように検討、活用されているのでしょうか︖
本セミナーでは、最先端の事例や技術の紹介に加え、
世界的なムーブメントであるDXにおけるAI活用の仕方
をわかりやすく解説します。AIが分析するデータの準備や
活用に関し、富士通が考える進め方や最新の取り組み
についてもご紹介します。

富士通株式会社

AI

申込締切2月7日定員500名S03-3

2/10（水）

16:00~16:50

スーパーコンピュータ

「富岳」と私たち
〜導⼊の振り返りと

これからの活躍〜

先端技術

スーパーコンピュータの活躍の場、そして、2期連続世界第
1位を獲得したスーパーコンピュータ「富岳」の計算性能を
活かした活⽤事例と魅⼒をご紹介します。私たちは、新型

コロナウイルスの影響で、テレワークを中心にシステム構築
を進めて参りました。「富岳」は2019年12月2日より出荷
を開始し、2020年5月13日、432台(計算機ラック)すべ
ての搬⼊が完了しました。出荷から導⼊、そして性能測定

の裏側エピソードもあわせてお話しします。

富士通株式会社

申込締切2月11日定員300名S05-2

2/15（月）

11:00〜11:45

もうハンコ出社は不要です︕

リモートワーク（テレワーク）時代の

クラウド電子決裁サービス

テレワーク

紙の書類の上に「承認」として捺印する事が日本のビジネススタイルです。リモートワー
クやテレワークが続き、働き⽅の⾒直しが迫られる中、紙をプリントせず、電⼦⽂書に

捺印が出来れば、作業効率化を⾼められます。本サービスはパソコン・スマートフォン・

タブレット端末のWEBブラウザ上で簡単に捺印することが出来ます。Withコロナ時代
の生産性向上のコツをご紹介します。

シヤチハタ株式会社
システム法人営業部営業課
セッションクラーク

⻫藤 可菜子 氏

申込締切2月4日定員300名

富士通株式会社
富士通Japan株式会社

S02-3

2/9（火）

13:00〜13:45

SDGsを巡る社会動向と

企業のESG推進における環境

経営

SDGs

企業評価は、「財務情報」だけでなく環境や社会課題な
ど、ESGにかかわる「非財務情報」の重要性が高まってい
ます。本セミナーでは、SDGsに関する社会動向と、企業
のESG推進における環境経営についてご紹介します。
※ESG︓環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス
（Governance）のこと

申込締切2月4日定員300名S02-4

富士通Japan株式会社

2/9（火）

14:00〜14:45

あなたの会社が事業継続危機

に︖知っておくべき改正個⼈情

報保護法とその「備え」とは

令和2年6月5日に大幅に厳正化された改正個人情報
保護法が可決されました。法⼈罰が現⾏法50万円に
対して新法では最大1億円以下と200倍にも跳ね上が
り、義務違反は事業継続に深刻な影響を与えかねませ
ん。全⾯施⾏前の今だから出来る「備え」を解説します。

コンプライアンス
事業継続

申込締切2月11日定員300名S05-1

2/15（月）

10:00〜10:45

日本政府も検討中のセキュリティ

新概念「ゼロトラスト」

その仕組みと今後企業が

防ぐべき脅威とは

ゼロトラスト

突然のコロナ禍により、企業はテレワーク環境を推進せざ
るを得ない状況に置かれました。セキュアな環境で社内
システムを遠隔利⽤する⼿段として⻑らくVPN接続が主
流でしたが、抜本的な⾒直しが迫られる根拠と新概念
「ゼロトラスト」の必要性について解説します。

富士通Japan株式会社

申込締切2月11日定員300名S05-3

2/15（月）

13:00〜13:45

全部門の羅針盤となる

データアナリティクスの活用

コロナ禍でビジネス環境が急激に変化する中、経営の進
むべき⽅向を導き出すデータアナリティクスの重要度が増

しております。本セミナーでは、当社の連想技術を用いた
部門ごとのKPI分析の有効性についてご紹介します。

データ
アナリティクス

富士通Japan株式会社

申込締切2月11日定員300名S05-4

2/15（月）

14:00〜14:45

流通業の近未来における変化
〜ＤＸ推進拡大と

デジタル活⽤モデル〜

ＤＸ
流通業

新型コロナウイルスの影響と業界進化、またカスタマー
ジャーニー／D2C、アフターデジタルといったDXキーワード
や、業界イベントでの近未来構想をテーマに、富士通テ
クノロジー＆ビジョンや最新システム構築事例をご紹介し

ます。

富士通Japan株式会社

2/10（水）

11:00~11:50

お客様のDXを加速する

富士通のローカル5G

地域や個別の多様なニーズに応じて企業や自治体が主
体となって自営の5G（ローカル5G）の導入が可能にな
ります。このローカル5Gを導入することにより、ニューノーマ
ルでの現場業務のデジタル革新をスタート・促進できるよ
うになります。 本セミナーでは現場のユースケースから、よ
り具体的なローカル5Gの利⽤シーンや導⼊効果および、
富士通のローカル5G戦略と商品ラインナップについてご紹
介します。

富士通株式会社

5Ｇ

S03-1 申込締切2月7日定員500名

S02-1

2/9（火）

10:00〜10:45

アフターコロナにおける

データを活用したDX実現への第一歩

お客様事例
ＤＸ

世界的に大きな影響を与え続けているCOVID-19によって、DXの実現は急務となっ
ています。本セミナーでは、当社自身や各業界のユーザー様によるDX実現へ向けた
取り組みをご紹介します。データカルチャーの推進や導入ハードルの低い電子取引の
仕組みなど、ぜひご覧ください。

ウイングアーク１ｓｔ株式会社
Data Empowerment事業部
関⻄営業部 第3グループ

四之宮 諒 氏

S02-1 申込締切2月4日定員300名 申込締切2月4日定員300名

申込締切2月4日定員300名S02-2

2/9（火）

11:00〜11:45

ニューノーマル時代の製造業
〜COLMINAスマートものづくり〜

ものづくり
ＤＸ

現実世界に実在しているものを、デジタル空間でリアルに
再現する「デジタルツイン」。
この技術を使って、故障予測やラインの状態把握に活用
した事例など、製造業におけるDXは着実に進化していま
す。DXで実現する少し先のニューノーマルへ、皆様をご案
内します。また、製造業の一員である富士通自らが、社
内実践の中で得た「ものづくりDX」もご紹介します。

富士通株式会社

1.2版

富士通Japan株式会社

FUJITSUファミリ会東北⽀部事務局
Tel︓（022）264-5916
e-mail: contact-family-touhoku@cs.jp.fujitsu.com

ご提供いただきましたお客様の個⼈情報は、以下の目的で利⽤させていただきます。

• 本イベントに関する連絡および開催当日の受付での使用
• 本イベント運営、お客様への対応のため必要に応じ、富士通及び富士通関係会社/

業務委託先/訪問先・宿泊先/参加者/司会者・講演者等の運営関係者への提供
記入された内容についての開示・訂正・追加・削除を希望されるお客様は、
右記お問い合わせ先までご連絡ください。

＜セミナー内容・個人情報に関するお問い合わせ先＞
FUJITSU ファミリ会 東北⽀部事務局（富⼠通株式会社 東北エリア戦略推進部 内）
住所︓〒980-8441 仙台市⻘葉区中央3丁目2-23
TEL : (022)264-5916
E-mail: contact-family-touhoku@cs.jp.fujitsu.com

ファミリ会の個人情報保護ポリシー: https://jp.fujitsu.com/family/privacy/


