小売業のお客様のための

最新技術を活用したマーケティング革命セミナー

特別展示 概要①
項

①

利用
シーン

本部

カテゴリ

本部システム

ソリューション名

日時：2012年10月24日
10：00～17：30
会場：富士通株式会社 東海支社

概要

各店舗の「FrontStore」POSシステムの売上
データをリアルタイムに集計し、様々な視点
で売上分析を可能としています。SaaS型の
サービスですので、いつでもどこからでも集
計データを確認にできます。

e-POSねっと
新日本システムサービス㈱

②

本部

本部システム

FrontStoreと連携した低コストの本部システ
ムです。各店のPOSデータをリアルタイムに
集計し、様々な視点で売上分析を可能とし
ています。マスタ管理についても基準店舗
を設定し、全店に配信することができます。

Store View

日本システム開発㈱

③

④

⑤

本部

本部

本部

本部システム

在庫管理

Web給与明細

扶桑電通㈱

産直・道の駅生産者管理システム
Ｐｏｓシステムと自動券売機を連携し。店舗
別の売上集計が可能。更に産直システムの
ラベル発行は、タッチ画面入力にて入力ミ
スを軽減。又、面倒な手数料計算から振込
処理まで対応致します。

大興電子通信㈱

「RetailFocus-L」との連携でリアルタイムに
商品を管理する簡易MDシステムです。
目指したのは”ジャストサイズ”。豊富な機
能・操作性の高さ・導入コスト低減を追求し
ました。
ポータル画面（気づき）と商品分析画面（見
える化）により、NEXTアクションを誘導し、ス
ムーズなMDサイクルを実現します。

新日本システムサービス㈱

給与明細を電子化して配信することでWeb
上で閲覧いただけるシステムです。
給与明細配信システムをSaaSでご提供する
ことにより、簡単、低コスト、安全に導入で
き、携帯電話、PC、スマートフォンで参照が
可能です。
またCO2削減等環境負荷軽減の取り組み
の一つとしてご利用頂けます。

fusosuks

Retail Focus-BO

携帯便

通信販売業務の受注から出荷・請求・入金
管理にいたる事務作業の軽減を図り、お客
様の購買意欲を高めるためのタイミングの
よい販売促進活動を支援するパッケージシ
ステムです。
さらに、インターネットによるWeb-EDIを活用
し情報連携を強化することができます。

通信販売

⑥

本部

リピートくん９
顧客管理
ヤマトシステム開発㈱

小売業のお客様のための

最新技術を活用したマーケティング革命セミナー

特別展示 概要②
項

利用
シーン

カテゴリ

ソリューション名

概要

MultiPadV2

流通・小売業でご使用いただけるハンディ
ターミナル。
「発注」・「検品」・「棚卸」・「売上登録」等、
様々な業務に合った最適な端末のハード
ウェアをご提案させていただきます。

店舗

⑦

HHT

日時：2012年10月24日
10：00～17：30
会場：富士通株式会社 東海支社

Patio700

事務所
F-05B
富士通フロンテック㈱

店舗

⑧

HHT

ARK550/400

事務所
㈱アルフ

店舗

⑨

バーコードラベラ

FrontStoreと連携する廉価版バーコードラベ
ル印刷機器。勿論単体でも利用可能です。

FI212T

事務所

㈱サトー

店舗

⑩

多くの流通・小売業様で導入して頂いてい
るハンディターミナルです。ご購入翌日から
でも売上入力や棚卸ができるパッケージ”売
上BOYⅡ”と共にご提供させて頂きます。

POP

FrontStoreと連携し、プライスカードや特売
チラシ、お品書きなどのPOPをすばやく手軽
に作成できる廉価版パッケージソフトです。

ROBOPOP-F

事務所
㈱ディーグラット

店舗

⑪

POP
事務所

デジタルサイネージ
(短焦点プロジェクター
IPSiO PJ WX4130N)

ショーウインドウや店舗内のディスプレイとし
ても使用可能。置くだけで簡単に映像やお
知らせを投射できるため工事費も不要です。

リコージャパン㈱

従来のタイムカードの替わりに、非接触型手
のひら静脈認証技術を利用した本人認証と
タッチパネルによる出退勤管理システム。セ
キュリティ面も万全です。

店舗

⑫

就業管理

きんむ＠君

事務所
㈱静鉄情報センター

店舗

⑬

就業管理

人時革命

事務所
大興電子通信㈱

労働基準法・就業規則等の労務規定に
沿った勤務計画が立てられるようになるた
め、計画段階での過重労働・長時間勤務等
のチェックができます。また、勤務計画と実
績の比較が即時にできるので計画外勤務
の管理・指導ができるようになります。

店舗

⑭

就業管理

勤給解決

SaaS型・勤怠管理システム

事務所
富士通㈱

小売業のお客様のための

最新技術を活用したマーケティング革命セミナー

特別展示 概要③
項

利用
シーンリ

カテゴリ

ソリューション名

概要

店舗

⑮

POSシステム

FrontStore

POS
富士通フロンテック㈱

店舗

⑯

POSシステム

RetailFocus/L

POS
大興電子通信㈱

店舗

⑰

自動釣銭釣札機

自動釣銭釣札機

ECS-77

POS
富士電機㈱

その他

その他

その他

iPadを利用した
クラウド型・営業
企画支援システ
ム

FOMA網を活用
した双方向通信

監視カメラ

富士電機リテイルシステムズの釣銭釣札機
の最新機種です。
従来機種より入出金時間を５０％短縮、待
機電力42%カットなどの特徴があります。

富士テクノロジーシステム㈱

アパレルの新しいスタイルのご提案。
営業には効果的なプレゼンによる売上向上
を。企画には商品マップ作成の効率化と確
実なデータ管理を。
iPadを利用したクラウド型アパレル営業企
画支援システムです。

㈱シーエスイー

たった１台の「業務用ターミナル」を有効的
に利用する仕組みとして、コミュニケーション
（在庫照会、販売履歴）～ビジネス（バー
コード業務：入出庫、棚卸やＩＣカード勤怠打
刻など）を網羅したパッケージソフト
「RetailPIT」誕生です。

SmartPartner for Apparel

PIT

ぽすみる
㈱ディーグラット

IPSIO SP C320（カラー）

その他

専門店小売業に必要な機能をパッケージ化
した、POSシステムです。コンセプトは“「顧
客」と「店舗」をつなぐOne to Oneマーケティ
ング ”。収集した顧客情報を管理・分析する
ことで顧客毎に最適なサービスとプロモー
ションを可能とし、店舗価値の最大化・顧客
の固定化と売上向上を実現します。

ローレルバンクマシン㈱

店舗

⑱

物販・飲食向けPOSシステム（新製品）
売上・顧客・ＢＯ業務（仕入・発注・棚卸・リ
アル在庫）が一体となったオールインワンの
低価格ＰＯＳシステムです。・１台でも複数
台でも接続可能です。

自動釣銭釣札機。入金確定、高速、静音を
実現しました。。

ＡＣＭ－10

POS

日時：2012年10月24日
10：00～17：30
会場：富士通株式会社 東海支社

小型プリンタ
IPSIO SP4300（モノクロ）
リコージャパン㈱

POS周辺の録画映像を簡単操作で再生。レ
ジ違算の原因究明や内部不正の未然抑止、
有事の際に役立つPOS連動型映像検索シ
ステムです。
・どこでも置ける。簡単に使える。コンパクト
サイズＡ４カラーレーザープリンター。
・手狭な業務スペースでもコンパクトで使い
やすい。Ａ４モノクロレーザープリンター。

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
消費マインドの冷え込みはようやく回復の兆しが見えてきたものの、小売業間の競争はますます激化しています。さらに今後少子
高齢化が進み、人口減少社会になると同時にその消費市場の縮小も余儀なく迫られる時代となってくると思われます。この様な状
況下で、新規顧客を継続的に獲得し、その顧客との関係を大切にし、顧客にあった商品、サービスを提供する企業以外は勝ち残っ
ていけないのは言うまでもありません。そこで、今回のセミナーでは数字から見る小売業のマーケティング手法とFacebookのビジ
ネス活用法について、また、旬のスマートデバイスの導入活用について、それぞれご紹介させていただきます。
皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。
敬具

株式会社 富士通マーケティング

◇セミナー ＆ 特別展示会（常設）
2012年 10月24日(水) 10:00～17:30
日時
場所

富士通株式会社 東海支社

主催

株式会社富士通マーケティング

参加費

※詳細裏面

無料

◇ カリキュラム
第一部

（セミナー：10：30～受付開始）

【特別展示会・同時開催】 最新小売業ソリューションを一挙展示！

スマートデバイス活用によるワークスタイル変革最前線

～ スマートデバイス導入活用実践について ～
スマートフォンやタブレットを業務に活用したワークスタイル変革が急速に進んでいます。
数多くの導入実績から見えてきた、企業での効果的な活用方法や実現のための
ソリューションについてご紹介します。

第二部

数字から見る小売業様のマーケティング手法

小売業様の売場のご担当から情報システム部門、部門マネジメントにかかわる方まで、
日々の業務で必要となる計数管理の活用方法とその応用である業務改善から戦略的活用の
アイディアまで、具体的な例を基に分かり易く解説致します。

第三部

今が旬！ Facebook を あなたのビジネスに活用しよう！

世界中で6 億人のユーザーがいると言われているフェイスブック。
今回のセミナーでは、フェイスブックが一体どのようなサービスで、ビジネスに活用の
ポイントまでをご紹介します。

Q&A

質疑応答及びアンケート用紙ご記入

11：00～12：００
【講師】
株式会社富士通マーケティング
ニュービジネス推進統括部
谷口 幸一

13：30～14：30
【講師】
エイジテック・アンド・ブレインズ
株式会社
（ageTech & brains Inc.）
専務取締役 山本 慎一郎 氏

15：00～16：00
【講師】
株式会社エクサソリューションズ
代表取締役社長 田中 良治 氏

16：00～16：15

※先着順にて承りますので、満席の場合はご容赦願います。内容については変更になる場合があります。

