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テレワーク環境構築/オフィス全体最適による価値提供

企業価値を高めるSDGsへの取り組み

SDGsとは

持続可能な開発⽬標（SDGs）とは、2001年に策定されたミレニアム
開発⽬標（MDGs）の後継として、2015年9⽉の国連サミットで採択
された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された
2016年から2030年までの国際⽬標です。持続可能な世界を実現する
ための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人
として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。

富⼠フイルムグループは2030年度を⽬標に「Sustainable Value Plan 2030」に取り組んでいます。
革新的技術・製品・サービスの提供などで、事業活動を通じた社会課題の解決により一層取り組み、
サステナブル社会の実現にさらに貢献する企業を目指しています。

富士フイルムグループの持続可能な社会への取り組み

SVP2030 重点課題の位置づけ
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富士フイルムビジネスイノベーションの提供価値

 出⼒機器の台数や出⼒枚数の最適化により、社内出⼒/外注印刷コストの約40%削減
 使⽤する紙や電⼒量の削減により、CO2排出量を約35%削減

外注コスト 内製化コスト

 取扱説明書
 パーツカタログ
 単品カタログ
 各種マニュアル
 社内報

（年間）

＝ 52%

出庫数
廃棄数

52%

（
部
数
）

設計変更、
⾒込み発注による
廃棄カタログ 内製化

取説＆パーツ
カタログの分冊化

基準値をもとに外注、
社内印刷との使い分け

設計変更時に
不良在庫を

出さないため

CO2削減量 7,976kg-CO2/年
削減されるCO2量は

が1年間に吸収するCO2量に相当します
※環境省「地球温暖化防⽌のための緑の吸収源対策」

杉の木一本あたりのCO2の吸収量 14kg-CO2/年

CO2負荷削減率

校正・刷販・
印刷機器
校正・刷販材料
印刷材料
印刷用紙

導入前 導入後

約570本の杉※
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▲36.3％

トータルセキュリティー外的脅威への対応 〜IT環境全体最適化〜

業務スマート化環境に配慮した働きやすいオフィス環境作り 〜テレワーク導⼊〜

テレワークの効果
事業継続性の確保（BCP） 環境負荷の軽減 生産性の向上

ワークライフバランスの実現 優秀人材確保 オフィスコスト削減

テレワーク導入によるメリット
【経営層】 さまざまな変化に対応できることで事業継続できステークホルダーへのアピールもできる。

事業所コスト（電⼒使⽤量、建物、移動など）削減ができ環境保全にもつながる。
【従業員】 いつでもどこでも場所を選ばず働きやすい環境で仕事ができる。移動に費やしていた時間を他の業務に

シフトできるため生産性の高い働き方ができる。

IT環境全体最適化におけるメリット
【経営層】 外部からのウイルス、不正アクセスから資産を守り、事業継続ができる堅牢で快適な環境の提供。まずは、

社内外で活動する従業員の端末と、事業継続に必要な情報資産を確実に守り、利便性を向上させる。
【従業員】さまざまなクラウドサービスを使い会社情報資産を扱う中で、外的脅威を意識せず安⼼して業務に専念できる。

富士フイルムビジネスイノベーションが提供するITセキュリティサービス
管理者いらず

はコレ！
多拠点
コレ!

ICT基盤強化により、高い環境負荷低減効果を実現いたします

安⼼・簡単・便利なネットワーク環境を
ワンストップかつ低コストで実現

高速な閉域拠点間ネットワークを
有線・無線問わずワンストップで提供

オフィス全体最適化におけるお客様事例（某製造業）

コスト削減効果解決方法検討課題

▲41.5%
（▲330万円）

廃棄在庫 20,200冊
総在庫数 39,000冊
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【特別号】
働き方改革を支援する

コミュニケーションツールのご紹介！！

使い勝手にこだわった次世代型ミーティングボード。 MAXHUB

プレゼンテーション機能
 付属の「ワイヤレスドングル」を使えばワンクリックでPCの画面を投影
煩雑なケーブル接続は不要に
 双方向コントロール機能でMAXHUBから直接PCの操作や、スマホからMAXHUBのボー
ドへの書込みやプレゼン操作も可能

Web会議システム
 Windowsで使⽤できるWeb会議アプリ（Zoom、Teams 等）を利⽤可能
 高品質のカメラとスピーカーマイクを搭載。準備の手間なく会議をスタート遠隔地の方
とMAXHUBの画⾯やPCの資料を共有しながら会議を進⾏
（最大6デバイスの同時表示、8デバイスの同時接続）

電⼦ホワイトボード（電⼦⿊板）機能
 ディスプレイとカバーガラスの距離を極限まで近づけたゼロボンディングで、より滑ら
かな書き心地を実現
 書き込んだデータはQRコード機能で読み取り、メンバーへの共有も簡単にメール送付、
クラウド保存も可能

従来機からの機能アップ
 カメラ：1200万画素へアップグレード
 マイク：⾃動調整によりさらにクリアな⾳声に
 タッチペン：紙に書き込むような⾃然な書き⼼地
 PC接続：USB Type-Cでの有線接続が可能に

詳細はこちら！
（ナイスモバイル社 HP）

✓Web会議機能
✓プレゼンテーション機能
✓電⼦⿊板機能

700,000円
（55インチモデル/C55FA）

標準
価格

新機種 Cシリーズ登場!
よりリアルに近いWeb
会議を実現！

遠隔会議やリモートワーク環境において、コミュニケーションの質を向上させ、
社内外の会議参加者との意思疎通を⾼め効率的な業務運営を実現します。
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商品名 型番 インターフェイス OS ご提供価格(税別)

MAXHUB Sound bar SB-UC-S10 HDMI,USB,RJ45 Android 115,000円
MAXHUB Sound bar SE SB-UC-S05 USB なし 70,000円

WEB会議を更に鮮明に、よりスマートに。 Sound bar
 コンパクト設計＆便利な機能

PCのみならず Android端末など あらゆるデバイスを簡単に同時投影できます。

 クリアな音質を維持
最⼤8m離れた場所からの⾳声受信が可能。

 自動フレーミング広角レンズ
顔検出と⾳源定位機能で ⾃動的に発⾔者に映像を切り替えます。

 Android端末の接続と HDMIインター
フェイスを制限した普及モデル。

Sound bar
（SB-UC-S10）

利⽤シーン（本社〜⽀店間接続）

本社

MAXHUB ミーティングボード

A支店

Sound bar/Sound bar SE

USBケーブル モニター

B支店

Sound bar/Sound bar SE

USBケーブル モニター

C支店

Sound bar/Sound bar SE

USBケーブル モニター

カメラ/サウンド機能を維持し価格を抑えた新商品：Sound bar SE

（SB-UC-S05）

MAXHUBとSound barをオフィスレイアウトや用途に応じて組み合わせる
ことで、より経済的で最適なにコミュニケーション環境が構築できます。

※ 本社にMAXHUBを、各⽀社にSound barを配備した場合の例。
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インボイス制度の対応はお済みですか？
新制度対応は補助⾦を使える今がチャンス！

適格請求書発⾏事業者の⽒名
または名称および登録番号
取引年⽉⽇
取引内容
（軽減税率の対象品⽬である旨）
税率ごとに区分して合計した
対価の額および適⽤税率
税率ごとに区分した消費税額等
書面の交付を受ける事業者の
氏名又は名称

事業者番号
の取得

請求書発⾏
システム導入

お客様にて実施

弊社がご支援

 適格請求書の記載事項
必要な準備

いつまでに
対応すればいいの？いつまでに対応すればいいの？

うちも対応しないと
いけないの？うちも対応しないといけないの？

何をしないといけないの？何をしないといけないの？

インボイス制度って何？インボイス制度って何？

補助⾦の出る2022年中の
対応実施がオススメです！
補助⾦の出る2022年中の
対応実施がオススメです！

ほぼすべての法人企業が
対象と言われています
ほぼすべての法人企業が
対象と言われています

適格請求書の発⾏と保存
が義務化されます
そのため、請求書発⾏⽅法の
⾒直しが必要です

適格請求書の発⾏と保存
が義務化されます
そのため、請求書発⾏⽅法の
⾒直しが必要です

消費税に関する制度です
インボイス＝適格請求書
（下記参照）と言います

消費税に関する制度です
インボイス＝適格請求書
（下記参照）と言います

 インボイス制度のスケジュール

2024202320222021

2022.1〜2023.12
改正電子帳簿保存法 電子取引データ保存義務化の経過措置期間

2023.12
経過措置終了

インボイス
制度

電子帳簿
保存法

2021.10〜2023.3
適格請求書発⾏事業者の登録期間

2023.10〜
インボイス制度開始

2022年が
⼤きなチャンス！

2022.4〜2022.12
インボイスツール導入を対象とした
補助⾦制度

1

2

34

5

6

3

1

2
3

4

5

6
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• クラウド会計システム（2年利⽤料） 670,000円
• クラウド型販売管理システム（2年利⽤料） 410,000円
• 導⼊⽀援（オンプレからのデータ移⾏含） 300,000円
• ノートPC 1台 100,000円

合計 1,480,000円

補助額 ▲ 1,025,556円

負担額 454,444円

IT導⼊補助⾦制度2022 概要

IT導入支援事業者（※経済産業省認定）である
富士フイルムビジネスイノベーションジャパンへご相談ください

インボイス制度対応のシステム導⼊に対して最⼤75％の補助⾦が出ます。
2022年はインボイス制度対応の絶好のチャンスです。

効率的な検索項⽬付与

改ざん予防

クラウドで安⼼・安全に7年保存

インボイス対応は今が絶好のチャンス！

 補助⾦を活⽤した導⼊例

会計クラウド
販売管理クラウド

パソコン

導入支援

70％
オフ

あわせてご確認ください！『取引データ電⼦保存義務化への対応』
インボイス対応の請求書発⾏システム導⼊に伴い、電⼦請求が増加します。
今後ますます増える電⼦請求への対応は⼤丈夫ですか？

DocuWorks
文書情報エントリー 2

Working Folder
エビデンス管理オプション

 電帳法対応ソリューション 構成例

 クラウドシステム利⽤料が
２年分補助対象

 複合機、PC、レジなどの
ハードウェアも対象！

インボイスセミナー開催予定！

複合機
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インボイス制度対応へ補助率アップ！

IT導⼊補助⾦2022（デジタル化基盤導入類型）
補助⾦を活⽤したインボイス制度対応

昨年同様の通常枠（A類型B類型）に加え、新たに「デジタル化基盤導入類枠」が始まります。

財務会計、受発注などのインボイス対
応ソフトウェアやクラウド費用に加え、
関連するPC・タブレット、複合機、
プリンターのハードウェア費用も対象
です。

 プリンター・複合機
 PC・タブレット
 クラウドサービス
 ソフトウェア

デジタル化基盤導入類型2022年度新設

補助率1/2
最大10万円補助

（2年分の利⽤料）

会計ソフト、受発注ソフト等の 補助率アップ！
インボイス出⼒⽤の プリンター・複合機 も補助対象！

（購入費用）
補助率
2/3〜3/4

インボイス
出⼒

7次締切 7⽉25⽇

8次締切 8⽉8⽇

通常枠（A/B類型）

⽣産性の向上・効率化のためのデジタル化をご⽀援します

勤怠管理/給与計算システム、Web会議、CAD、ワークフ
ローなど、生産性の向上に資するソフトウェア、クラウド
システムなどの導入費用が対象です。

3次締切 7⽉11⽇
4次締切 8⽉8⽇

業種共通

最 大

万円350
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対象となる中小企業・小規模事業者

申請⼿続きからツールの選択、報告まで、ワンストップで無料でご⽀援いたします。

⽬的 対象 補助額 補助率

デ
ジ
タ
ル
化
基
盤
導
入
枠

デジタル化
基盤導入

類型

デジタル化による
インボイス制度対応

を支援

会計ソフトと受発注ソフト、
決済ソフト、ECソフトの導入費用

※クラウドサービス利⽤料（2年分）
※保守費⽤（2年分）

5万〜50万円
以下 3/4

50万円超〜
350万円 2/3

ハード
ウェア
導入費

PC・タブレット
プリンター・複合機等 〜10万円

1/2
レジ等 〜20万円

通
常
枠

A類型 生産性の向上に
資するITツール

導入を支援

⽣産性向上に役⽴つソフトウェア、
クラウドサービスの導入費用
クラウドサービス等は1年分
（ハードウェアは対象外）

30万〜
150万円未満 1/2

B類型 150万〜
450万円以下 1/2

 製造/建設/運輸業 ：資本⾦3億円以下または従業員数300名以下
 卸売業 ：資本⾦1億円以下または従業員数100名以下
 サービス業 ：資本⾦5千万円以下または従業員数100名以下
 医療法⼈、社会福祉法⼈ ：従業員数300名以下
 学校法⼈ ：従業員数300名以下

 豊富なソリューションラインアップ
 累計５,000件以上の申請実績

• クラウド会計システム（2年利⽤料） 670,000円
• クラウド販売管理システム（2年利⽤料） 410,000円
• 導入支援 300,000円
• ノートPC 1台 100,000円
• プリンター・複合機 1台 450,000円

合計 1,930,000円
補助額 ▲1,075,555円
負担額 854,445円

 補助⾦を活⽤した導⼊例

会計クラウド
販売管理クラウド

パソコン

導入支援

プリンター
・複合機

経済産業省認定のIT導⼊⽀援事業者
富士フイルムビジネスイノベーションジャパンへご相談ください

補助
56％

 全国平均を⼤きく上回る⾼い補助⾦採択率
 経験豊富な専門スタッフが申請をサポート

オンラインセミナー開催中！
お申し込みはコチラから
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こんな業務で、困っていませんか？

決算申告書に向けた日々の
経理処理を効率化したい。

経費精算処理について
出来るだけ⼿間を省きたい。

 取引先ごとの買掛⾦の回収予定、⽀払い予定、売掛⾦の回収予定
もリアルタイムで把握したい。

 ⼿形、売掛・買掛の⾯倒な期⽇管理、設備投資・借⼊・返済の予
定⾦額等を把握し、綿密な資⾦繰計画を⾏いたい。

 拠点/グループ/部⾨別、科⽬別に予算を管理したい。
 減価償却資産の⼀覧表、法⼈税申告時の別表、⻘⾊申告決算書の

資料作成を⾃動化したい。

会計や精算業務にかかる時間を効率化・短縮したい。
インボイス制度への対応基盤を整えたい。

 交通費・旅費、出張、交際費など、経費精算を⾃動化、⼀元管理
し、精算業務にかかる手間、時間を短縮したい。

 交通費と経路を1つ1つチェックする経理担当者のチェック作業を
効率化したい。

 社内規定違反の申請者をチェックしコンプライアンス強化を⾏い
たい。

ソフトウエア

ITツールのソフト名 (ツールは一例です。)

勘定奉⾏、固定資産奉⾏、申告奉⾏ 楽楽精算

会計freee ジョブカン 経費精算

PCA会計、PCA固定資産、PCA消費税 ZAC Enterprise

ACELINK NXシリーズ ビルメンッ

MJS税務 ⼤蔵⼤⾂、医療⼤⾂、公益⼤⾂

Galileopt シリーズ

 従業員の⼈材育成、経営陣の経営能⼒の向上
 従業員の満⾜度向上

プロセスを改善することにより、以下のような効果が期待できます。

会計システム 経費精算・決済システム

プロセスを改善するには以下のようなITツールが有効です！

など

デジタル化基盤導⼊枠 利⽤パターン
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売上・決済時における処理をIT化し、時間短縮と正確性を
高めたい。

こんな業務で、困っていませんか？

売上等の情報
Excelで管理することが限界だ。

 「⾒積もり作成」や、「請求書作成」などルーチンワークに
多大な時間を費やしている。

 商談の進捗スピードが遅い
 作業が属人化しており、人為的なミスが多い。

請求後の⼊⾦や債権などの
管理が⼤変だ。

 未回収の債権や期限などは経理担当者が担当しており、個別得意
先の⼊⾦異変について、伝票単位・請求単位の消し込み情報を、
営業に個別に⼝頭で伝えているため、個別の管理が⾮常に煩雑に
なっている。

 現在、お客からどんな受注があり、どこまで納品して、請求した
という情報管理が煩雑。

売上や決済業務をスムーズにするソフトウエア

 新規市場開拓・新規顧客獲得による売上の向上・拡⼤
 事業の拡⼤・利益の確保

ITツールのソフト名
商奉⾏ 懐⼑PLUS 売上管理
蔵奉⾏ 懐⼑PLUS 発注仕⼊在庫管理
債務奉⾏ どっと原価NEO
会計freee エンタープライズプラン 大蔵大臣NX
売上原価Pro 建設大臣NX
PCA商魂DXクラウド レッツ原価管理G
PCA商管DX

販売管理
システム 債権管理ソフト ⾒積・発注

原価管理ソフト

プロセスを改善するには以下のようなITツールが有効です！

プロセスを改善することにより、以下のような効果が期待できます。

など

通常枠（A/B類型）利⽤パターン
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従労働時間をタイムカードで
打刻し手作業で給与計算している。

 ミスの許されない給与・年末調整の計算を、より正確に簡単に⾏
いたい。

 労働条件通知書等の労働基準監督署が求める提出書類の作成に時
間がかかっている。

 社員の勤怠情報と実績等の評価など⼈事と給与を連動し管理した
い。

「働き方変革法」改正に向けて
⻑時間労働を抑制したい。

 税制改正や社会保険制度改正への対応が遅れてしまう。
 ⼈材データを様々な⾓度で集計・分析し、スピーディに適切な⼈

事配置、評価を⾏いたい。
 ムダな残業時間を把握し、⻑時間労働の抑制を⾏いたい。
 情報の持ち出しや、誤操作／誤送信などによって発生する『内部

情報漏えい事故』を無くしたい。

勤務時間の正確な把握をして、適正な勤務時間としたい。

プロセスを改善するには以下のようなITツールが有効です！

ソフトウエア

ITツールのソフト名

給与奉⾏、⼈事奉⾏、就業奉⾏、法定調書奉⾏ LanScope Cat
PCA給与、PCA就業管理、法定調書 SKYSEA Client View
給与大臣、人事大臣、就業大臣 人事評価名人
ジョブカン 勤怠、採⽤、労務、給与管理 PSD社会保険労務⼠、PSD労働社会保険
クロノス Performance 運送管理V6

KING OF TIME ZAC Enterprise 勤怠管理
X'sion

 事業の拡⼤ ◆利益の確保 ◆顧客の定着 ◆従業員の満⾜度向上
 ⼈材の再配置による営業⼒や⽣産⼒の強化
 顧客満⾜度・利便性やサービスの質の向上による満⾜度の向上

プロセスを改善することにより、以下のような効果が期待できます。

勤怠管理、労務
管理システム 給与システム IT資産管理

システム

こんな業務で、困っていませんか？

など

通常枠（A/B類型）利⽤パターン
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個人情報保護法について
「個⼈情報の保護に関する法律等の⼀部を改正する法律」です。
公布⽇│2020年6⽉12⽇ 施⾏⽇│2022年4⽉1⽇

ポイント

対象 主な規制強化・罰則

個人情報の扱い
 請求者がデジタルデータでの提供を含めた開示方法を指定可能
 第三者提供記録の開示請求が可能
 開⽰請求や利⽤停⽌請求の対象として、6ヶ⽉以内に消去する情報も含まれ

るようになる

事業者の責務
 任意対応であった個⼈情報の漏えい等の発⽣時の個⼈情報保護委員会への

報告と本人通知の義務化
 速報（3~5⽇以内）と確報（30⽇以内）の2段階

法令違反
 個⼈情報保護委員会からの命令への違反や報告義務違反による法定刑の引

き上げ
 法⼈に対する罰⾦刑は、上限1億円まで引き上げ

1. 情報漏えい時の通知が「努⼒義務」から「完全義務化」へ
2. 報告は「速報」と「確報」の2段階で必要（適切な情報を開⽰できる準備が必要）

3. 罰則引き上げ！法⼈は「最⼤1億円」の罰⾦
（参考）個⼈情報を取り扱う「全ての事業者」に個⼈情報保護法が適⽤(平成29年5⽉30⽇から)

中小企業へのサイバー攻撃が増加しており、ウイルス感染などの
サイバー攻撃のリスクは他人事じゃありません。
また、上記 改正個人情報保護法により、より厳格な対応が、企
業規模に関わらず求められます。早めの対応が必要と思われます。

2020年に改正され2022年4⽉1⽇から施⾏される改正個⼈情報保護法では、本⼈の権利と事業者の義務が強化されて
おり、事業者としてはこれまで以上の個人情報保護活動を強いられます。一方で、仮名加工情報の創設など、データ
を利活⽤をしやすくなる改正もありました。また、今回の改正個⼈情報保護法では、個⼈情報の漏えい等を起こして
しまった場合、法⼈は最⼤1億円の罰⾦を課せられることとなりました。
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セキュリティ提唱 （富士フイルムビジネスイノベーションジャパン）

安全・安⼼・便利な
ITインフラを構築するための

ポイントを「知る」こと

サイバーセキュリティー上の
脅威から

身を「守る」こと

移り変わる
サイバーセキュリティー上の

脅威に対して対策を「続ける」こと

知る 守る 続ける

■チェックが多く気になる部分があれば弊社にご相談ください。
<対応例>

富⼠フィルムビジネスイノベーションジャパンが考えるセキュリティ強化概念は、
「知る」「守る」「続ける」が⽇常的に⾏われていることと考えます。

■弊社セキュリティリスク診断シート全27項⽬の⼀例

保有する個人情報やデータを守るためのセキュリティ対策を再点検する好機です。
是非、ご相談ください。
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システムを害する「悪いコト」を
やらせない

ボディー
ガード

さまざまな手法で「悪いモノ」を
⾒つける 警察

Emotetから守る有効な「OSプロテクト」
エンドポイントセキュリティー
オフィスあんしん®セキュリティーサービス AG

（AppGuard Solo/AppGuard Enterprise）

「Emotet」の登場でアンチウイルスだけでは対処できない時代へ

富士フイルムビジネスイノベーションがご提案するオフィスあんしんセキュリティーサービス AG※ は、
既知・未知問わず脅威の⽣成と実⾏を阻⽌でき、

マルウェアフリー攻撃・感染を唯一確実に無効化できるエンドポイントセキュリティーです。

※ 富士フイルムビジネスイノベーションのお客様サポートとBlue Planet-worksのセキュリティー技術を詰め込んだ法人向けOSプロテクト型
エンドポイントセキュリティーサービスです。 アンチウイルスとは異なるアプローチで端末を狙うサイバー攻撃そのものを無効化して
業務の継続性を維持し続けることができます。Solo版は管理コンソールがありませんので、インストールしたデバイスとポリシー設定、
ライセンスの管理はお客様管理者ご⾃⾝で実施する必要があり、ライセンス数が多い場合には管理が煩雑となります。全数集約管理が
可能なEnterprise版をお勧めいたします。

脅威を「検出」するのではなく、攻撃を「阻⽌」するという新しい概念

端末を侵害する外部からの攻撃を阻止 「悪いモノ」を検出ではなく「悪いコト」を阻止するへ

必要な保護ポリシーは設定済み 最適化された保護ポリシーが標準実装

初期費用ゼロから始められる ⽉額料⾦だからかんたんに始められる

アンチウイルス オフィスあんしんセキュリティーサービス AG

指名手配
Trojan.A

予測照合

動作分析構造分析 起動阻止生成阻止 保護対象
Windows®

抜取り阻止改ざん阻止

2019年末に登場し、多くの感染被害を出した「Emotet」と呼ばれる新⼿のWindows PCを狙ったサイバー攻撃。
2020年7⽉下旬頃から再び活発化し始め、たった3⽇間で3,000社を感染させるなど、あらゆるエンドポイント
セキュリティーをすり抜け、現在でも爆発的な感染被害をもたらしています。

なぜ「Emotet」による感染被害が後を絶たないのか
従来のアンチウイルス製品や、機械学習型、振る舞い検知型も「Emotet」は100%防ぐことができない理由は、
マルウェアフリー（ファイルレス）と呼ばれる攻撃手法。最近ではサイバー攻撃の半数以上がこのマルウェア
フリー攻撃であると言われています。
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設置できるが
起動できない

スペースルールによる起動制御 改ざん処理の防⽌

オフィスあんしんセキュリティーサービス AGが実現する環境で確実な安心を
怪しい広告をクリックしても 騙されて怪しいアプリを実⾏しても 本文の怪しいURLをクリックしても

マルウェア入りUSBメモリーを挿しても

レジストリ
書き換え

提供機能のご紹介

商品構成 ライセンス数※1 Solo
価格（税別）

Enterprise
価格（税別）

通常ライセンス
1、2、3、
5〜25 400円/月 620円/月

30〜50 390円/⽉ 610円/⽉

文教・公共
ライセンス

1、2、3、
5〜25 370円/月 580円/月

30〜50 370円/⽉ 580円/⽉

商品構成 ライセンス数※1 Solo
価格（税別）

Enterprise
価格（税別）

優待ライセンス※2
1、2、3、
5〜25 380円/月 600円/月

30〜50 370円/⽉ 590円/⽉

文教・公共
優待ライセンス※2

1、2、3、
5〜25 350円/月 560円/月

30〜50 350円/⽉ 560円/⽉

HDD内を2つの領域に分類し、システム領域には、外部から
アプリケーションを通じて攻撃者がファイルを設置することが
できず、ユーザー領域には、設置できても信頼されていない実
⾏ファイルやスクリプトは起動することができません。

攻撃に悪用されるリスクのあるアプリケーションを通じて、
不正なアクセスを成⽴させるために必要な改ざん⾏為（レジスト
リの改ざん、システム領域の改ざん、他アプリケーションのメモリへ⼲渉）
を防⽌、端末の乗っ取りに必要な侵害⾏為を成⽴させません。

オフィスあんしんセキュリティーサービス AGは、アンチウイルスの様に「悪いモノ」を⾒つける不確実なアプ
ローチではなく、既知・未知および悪意がある・なしに関係なく「悪いコト」を実⾏させないという独⾃の特許
技術を利⽤したセキュリティー対策ツールです。外部からのいかなる攻撃も成⽴しない環境に変わります。

設置
不可能 脆弱な

アプリケーション
ソフト

他アプリへの
⼲渉⾏為

システム領域
書き換え

もう、セキュリティーで悩まない。不安を持たない。

私物のUSBメモリにマルウェア混入

特別定額給付⾦
10万円の給付については、

以下の申請書を
ダウンロードしてください。

不正アクセスは成⽴しない 不正プログラムは実⾏不可

不正プログラムは実⾏不可

不正なコードを挿⼊ 不正プログラムのダウンロード

PCが壊れています
修復するには

コチラ http://dl.xxx/
ClickClick

怪しい添付ファイルを実⾏しても

PDF EXE

不正プログラムは実⾏不可

外部からマルウェア取得

Click

商品構成/標準価格

※1 5ライセンス以降の契約は5ライセンス単位 ※2 優待ライセンスの詳細については、弊社営業までお問い合わせください。

全商品サイバーセキュリティー保険が⾃動付帯：１ライセンスごと最⼤500万円 の補償

システム領域
管理者権限が
必要な領域

ユーザー領域
ユーザー権限で
利⽤できる領域

ブ
ラ
ウ
ザ

メ
ー
ル
な
ど

HDD

添付ファイルのマクロを有効化しても

不正アクセスは成⽴しない

添付されたオフィスファイル

コンテンツの
有効化 Click

Click

不正プログラムは実⾏不可
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● 時間・手間の負荷 ● 多言語の負荷

● 理解度の不安・差異 ● ⾮効率さ

ZMEETING
AI議事録作成サービス

会議でのお困りごとは なんですか？
〜 会議の可視化による⽣産性向上を実現 〜

・議事録作成に多くの
時間・工数が
かかっている

・多言語会議では事前に
通訳を用意する
必要がある

・主催側からの重要な
メッセージが しっか
りと伝わっているか
不安である

・録画や録音データ
などの文字起こし
作業を効率的に
進めたい

 ZMEETINGとは国⽴研究開発法⼈発のベンチャー企業、Hmcomm株式会社により開発された
AI議事録作成ツールです。

 独⾃の特許技術により、議事録の⾃動化からデータ分析により会議の⾒える化を実現します。

■議事録自動作成ツールZMEETINGでできること

① 自動文字起こし ② 辞書登録 ③ 多言語翻訳
リアルタイムで発話者毎に 専門用語の登録から 会議参加者毎に
テキスト化が可能 特定語句の置換も可能 別々の⾔語設定が可能

④ フィラー除去 ⑤ 音声ファイルテキスト化 ⑥ 議事録清書機能
会話時の「えっと」などの 録⾳した⾳声ファイルを ⾳声認識で⾃動作成したテキスト
不要語句を⾃動で除去 読み込ませテキスト化 をエディタ機能によって清書

ZMEETING が 解決します

会議と言語の DX
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お客さまにオフィスソリューションをご提案させていただく上で、事務所をライブオフィスにしま
した。トレンドなオフィス家具・⾊も複数取り揃えておりますので、移転やレイアウト変更をご検討
のお客さまは勿論のこと、体感によるオフィス環境の「気づき」に繋がればと思います。また、実際
に社員が働いているオフィスをご覧いただくことで、お客さまのオフィスの様々なお悩み解決のご参
考にしていただければ幸いでございます。

感染対策をしてお待ちしておりますので、ぜひ、お気軽にお越しください。

会 社 名

代 表 者

業務内容

関連会社

主要取り扱い
メーカー

営業拠点

富士フイルムＢＩ愛媛株式会社 https://www.Fujifilm-fbehime.com

代表取締役社⻑ 武智 政⼆

●富士フイルムビジネスイノベーションが提供する事務用機器の直接・間接販売およびシステム・サービスの提供

●各種コンピュータ・システム、各種パッケージソフト、各種周辺機器の販売

●ドキュメントソリューションシステム、インターネットシステムの構築

●オフィス家具・オフィス用品の販売

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション、コクヨ

松山支店、東予支店

会社概要

本社・松⼭⽀店 愛媛県松⼭市三番町7丁⽬1-21 ジブラルタ⽣命松⼭ビル9F TEL：089-993-8861
東予⽀店 愛媛県新居浜市久保⽥町1丁⽬2-5 朝⽇ガス 第⼆ビル2F TEL：0897-47-8311

ライブ
オフィス
⾒学開催中！


