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F U J I  X E R O X

@Document CORE Osaka 1.22wed-23thu
RATION FESTA 2014

富士ゼロックス大阪のウェブサイトにてお申し込み受付

www.fujixerox.co.jp/osx/
※参加されるお客様、お一人様ずつのご登録が必要です。

DTPCollabo
22日 販促・企画・営業部門向け  23日 印刷業と販促・企画・営業部門向け



2013年12月24日（火）よりWEB受付開始
※参加されるお客様、お一人様ずつのご登録が必要です。

●お問い合わせ：富士ゼロックス大阪株式会社　プロダクションサービス営業部 ☎06-6205-0770

Exhibition Booth

● アプリケーション関係
● ポストプレス関係
● セミナー連動展示
● DTP向けプロダクションプリンター
　・Color C75 Press
　・DocuColor 5656 P
　・DocuColor 1450 GA 

Seminar Program

Place

大阪市中央区本町 3-5-7 御堂筋本町ビル1F
地下鉄御堂筋線本町駅 C 階段 3 番出口上がる

Fuji Xerox
Document CORE Osaka

セミナー会場
S1、S3、S4、S6  … ２F セミナールーム １
　　S2、S5 　  … ２Fセミナールーム2
　　  展示            … １F

TEL06-6263-2151

展示

※ セミナー当日は、ご登録後に Eメールでお送りした受講票（プリントアウトしたもの）をお持ち下さい。
　 開始時間３０分前より受付・開場致します。

22日(13:00～17:00)
23日(13:00～17:00)
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対象　印刷関連企業　経営者、決裁権限者

対象　印刷物制作の自動化手法を求めているお客様
　　　WEBを使った印刷物受注や業務連携の情報を
　　　求めておられるお客様
　　　普段から「今すぐ簡単制作、今すぐ簡単出力」を
　　　求めておられるお客様

○各セミナーは定員になり次第締め切りとさせていただきますので予めご了承願います。○セミナー内容・構成・講師は当日変更になることもございますので予めご了承下さい。

22日 販促・企画・営業部門向け  23日 印刷業と販促・企画・営業部門向け

　講師　アドビ システムズ 株式会社
マーケティング本部　大倉 壽子氏

22日  S1 13:30～14:30
定員100名 22日  S3

23日  S4

22日  S2 15:15～16:45
定員100名

13:40～14:40
定員30名

23日  S5 13:40～14:40
定員30名

23日  S6 15:15～16:30
定員100名

13:30～14:30
定員100名

 「はじめてのCreative Cloud™」

いつもはワープロソフトで作っていたチラシ
も、プロ御用達のPhotoshop®やIllustrator®
でコツをつかめば、かんたんに目を引くデザイ
ンに早変わり！
デザイン系のアプリは難しいと思いがちだけ
ど、必要なポイントを押さえておくだけで、他
社に負けないデザインに仕上がります。
販促チラシやプレゼン資料はあっという間に
ワンランク上に！
企画提案を行う営業担当をはじめ、販促担当
や、デザインが専門のお仕事ではないけど内
製しているという方にも安心のセミナーです。
プロ技を覚えてビジネスに活用しましょう！

　講師　ファイルメーカー 株式会社　佐々木 輝氏
株式会社ジュッポーワークス　車田 和則氏

 「FileMaker と iOS デバイス
  『現場で使っている』 iPad 導入実例を
　    時間のゆるすかぎりお見せします」

iPad、iPhoneによるモバイルデバイス活用を真
剣に検討するかたが増えています。本セミナー
では、営業、販売、医療など、さまざまな分野の
事例をより多くご紹介し、みなさまのビジネスや
業務改善のヒントにして頂けるプレゼンテー
ションをご提供します。 iPad と FileMaker を
中心に、ビジネスの現場でいかに生産性をあげ
ていくかを、FileMakerソリューションの実例を
まじえ、ご提案いたします。

 「プレゼンテーション名人の
   効果的なプレゼンテーションの
                  魅せ方、作り方とは？」

いくら魅力的な商品を作っても、その魅力をわか
りやすく伝えないと伝わりません。
今回は、数々のセミナーやプレゼンテーションを
実践されている方をお招きして、それぞれ10分
間のプレゼンテーションをご覧頂きます。それぞ
れの内容に対してパネラーの方にコメント頂くパ
ネルディスカッション形式でお届けいたします。
プレゼンテーションをいかに効果的に作るか、
魅せるかがテーマです。
写真や文字などのレイアウトをどの様にすれば
見やすくなるのか？ 皆さんの表情やしぐさ、
話すスピードや抑揚等も注目です！

　講師　株式会社魚津システム
 代表取締役  魚津 一朗氏

 「一歩進んだクラウド連携による
　オンデマンド印刷物作成ソリューション」

昨今は個人、企業含め様々な場面でクラウド化
サービスが世の中に展開されています。
本プレゼンではクラウド上で管理されているビッ
グデータの活用や、クラウド上で展開されている
組版ソリューションを使って、DMを代表とするオン
デマンド印刷物作成ソリューションを紹介します。
クラウドツールを使って「いかに業務の自動化、
効率化を実現出来るか」に主眼を置き、また富士
ゼロックスオンデマンド機を活用してのスピー
ディーな出力までを実現する流れを紹介します。

　講師　株式会社モリサワ東京本社
フォント営業部 東京本社フォント営業課　長 武史氏

 「販促プロモーションにおける
　　　　　　　　　文字の使い方」

文字は読めればいいと思っていませんか？
プレゼン資料、パンフレット、チラシなどを作
成するうえで、必ず必要になるのが文字になり
ます。
ちょっと意識して周りにある文字を見てみてく
ださい。そこで使われている文字は、たくさん
の種類があり表現方法も様々です。
皆さんの作られている制作物にも変化を与え
る事ができるのが文字になります。
本セミナーでは、そんな文字の役割や特徴な
ど制作のための基本情報をご紹介します。

　講師　富士フイルム グローバル グラフィック システムズ 株式会社
　ワークフロー 販売戦略部 部長　前田 正樹氏

 「米国で見た印刷会社の
　 合理化＆デジタルプリンティング」

米国印刷業界の特徴と現状をはじめ、米国
印刷会社が目指す形態、米国印刷業界の方
向性等について顧客訪問記を交えてお話し
します。
DTP、CTP、デジタルプリント等、常に日本
の数年先を行く米国の印刷事情を参考に経
営のヒントとして頂けると思います。

(プレゼンター) アドビシステムズ株式会社  大倉 壽子氏
株式会社モリサワ  姫井    晃氏

フォントワークス株式会社 仁田野 良介氏

(パネラー) トランクデザイン 堀内 康広氏
　　　　　　株式会社ウイズ 老田    歩氏

(ナビゲーター) 富士ゼロックス大阪 村瀬 幸一

対象　一般企業制作部・企画部の方向け　
　　　現在、WordやExcelなどで制作物を
　　　作られている方向け

対象　一般企業制作部・企画部の方向け　
　　　現在、WordやExcelなどで制作物を
         作られている方向け

対象　一般企業宣伝広告部門
　　　簡易データベースソフトにご興味の方
　　　iPadを使った業務効率向上をお考えの方

対象　プレゼンテーションの必要がある経営者の方
         営業の方、クリエーターの方
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