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西3･4ホール（4F）
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東展示棟 西展示棟

SECURITY
SHOW

リテールテックJAPAN フランチャイズ・ショー

建築・建材展 JAPAN SHOP

ライティング・フェア

（第27回） （第35回）

（第48回）（第25回）

商空間デザイン・ディスプレー、店舗用インテリ
ア製品・素材、店舗什器・設備、サイン・看板、店頭
POP・SPツールなどを紹介する国内最大級の店
舗総合見本市【東4・5ホール】

住宅・店舗・ビル用の各種建材をはじめ、設備
機器やソフトウエア、工法、関連サービスな
どを幅広く紹介する国内有数の建築総合展
【東3・5・6ホール】

防犯カメラや警備システム、サイバーセキュリ
ティなど、社会やビジネスの「安全・安心」を実
現する製品・サービスが一堂に会する日本最大
級のセキュリティ総合展【東7・8ホール】

流通・小売・飲食業のサプライチェーンとマーケティングを進
化させる、最新のIT機器・システムを紹介する日本最大級の
専門展。流通業の人手不足対応や決済、物流など最新のソリ
ューションを紹介【東1・2・3ホール】

同時開催展

フランチャイズ（FC）本部による加盟店募集をはじめ、ビジネ
スパートナー募集、FC支援ビジネス（各種機器やサービス）、
店舗開発、海外関連の情報を紹介する日本最大級のFC展示
会（3月6日（水）から）【西3・4ホール】

オフィス、店舗、住宅などの快適な光環境の創出や照明空間演出に欠か
せないLEDや有機ELなどの最新照明製品をはじめ、デバイス・パーツ・マ
テリアルや照明制御システム、測定装置など照明の性能を向上させる
ための新製品を多数紹介【西1・2ホール】　

名刺貼付欄

ご登録いただいた「お名前」「住所」「eメール」等の個人情報は、日経グループが行う各種事業の開発・サービス
向上のための統計や、日本経済新聞社が行う展示会・セミナー及び日本経済新聞社が発行する媒体に関連する
情報を郵便やeメールなどでご案内する際に利用します。案内が不要な方は、下記にチェックしてください。
日本経済新聞社は、ご登録いただいた個人情報を当社の個人情報取り扱い規則、「個人情報保護法」及びその他
関連法令等を遵守し、適正に取り扱うように努めます。 □ 案内の送付不要

お名前 会社名

部 署 役 職

電話番号

eメール

■あなたの業種は？（一つだけ選んで□✓をご記入ください）
1□小売・流通業 2□外食・サービス業 3□情報・通信 

4□建築・デザイン 5□製造業 6□公共・団体・金融・その他 

■あなたの職種は？（一つだけ選んで□✓をご記入ください）
1□経営者・役員 2□経営企画 3□総務・人事・経理財務
4□情報システム 5□広報宣伝・マーケティング・営業・販売 

6□商品企画・デザイン・設計 7□一般・個人・その他

■来場目的の展示会は？（複数回答可）

1□JAPAN SHOP 2□建築・建材展 3□リテールテックJAPAN

4□SECURITY SHOW 5□ライティング・フェア 6□フランチャイズ・ショー
7□Future Office Tech & Facility

お名刺をお持ちでない方は下欄にご記入ください。

当社よりご案内いたします。

招待券

（〒　　　　　　　　　　　） □ 勤務先 自宅□
住 所

本券1枚で、右記すべての展示会にお一人様無料でご
入場いただけます。本券のない場合は有料（全展共通、
3,000円、税込み。フランチャイズ・ショーは無料）です。

〈本展は入場登録制です〉

（第35回）

（第14回）

セミナープログラム 〈受講無料〉

東京ビッグサイトへの交通案内 ※東京ビッグサイトへご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

ハローダイヤル
（2019年3月末まで）

お問い合わせ 03-5777-8600
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ゆりかもめ 国際展示場正門駅下車 徒歩約3分

約22分 約8分国際展示場正門駅新橋駅
（JR、東京メトロ、都営地下鉄）

豊洲駅
（東京メトロ）

路線バス

約40分 約30分東京ビッグサイト東京駅八重洲口
丸の内南口（JR）

門前仲町
（東京メトロ、都営地下鉄）

約13分 約5分国際展示場駅大崎駅（JR）
新木場駅

（JR、東京メトロ）

りんかい線 国際展示場駅下車 徒歩約7分

東京都江東区有明3-10-1
http://www.bigsight.jp/access/transportation/

3月5日（火）
10:30～11:20

AI時代を勝ち抜くために必要なこと
夏野 剛 氏

（慶應義塾大学 政策・メディア研究科 
特別招聘教授）

3月8日（金）
10:30～11:20

働き方改革を促進する
デジタルワークプレイス

黒崎 浩 氏
（野村総合研究所 

コーポレートイノベーションコンサルティング部 
ソリューションプリンシパル）

3月7日（木）
10:30～11:20

働き方改革を成功に導くIT戦略とは？
舘野 真人 氏

（アイ・ティ・アール  取締役／シニア・アナリスト）

3月6日（水）
10:30～11:20

「働きやすさ」と「働きがい」の
2軸で働き方改革を成功に導く

山本 寛 氏
（青山学院大学 経営学部 教授）

3月6日（水）
14:00～14:20
自分でできる！

NECのRPAによる業務効率化
～NEC Software Robot Solution～

NECより

3月8日（金）
14:00～14:20
経理・購買部門の

紙文書業務自動化による実践事例
PFUより

3月7日（木）
14:00～14:20

今さら聞けないRPAの
『いろは』と活用の『勘所』

永田 純一郎 氏
（FCEプロセス&テクノロジー 

代表取締役社長）

3月5日（火）
13:30～13:50

辞めない会社の作り方
渡邊 大介 氏

（ヒューマンキャピタルテクノロジー取締役）

3月8日（金）
13:30～13:50

従業員の健康づくりから始める
働き方改革
おかんより

3月7日（木）
11:30～11:50

日本経済新聞社グループで実践、
デジタルツール×働き方改革
日経統合システムより

3月7日（木）
14:40～15:30

健康経営が実現する
生産性の高いワークプレイス

似内 志朗 氏
（公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会

健康経営タスクフォース／
日本郵政不動産）

3月6日（水）
14:40～15:30

RPAの本格展開時における課題と
成功へのポイント
安部 慶喜 氏

（アビームコンサルティング 
戦略ビジネスユニット 執行役員 プリンシパル）

3月5日（火）
14:40～15:30

HRテクノロジーの今後の展望
岩本 隆 氏

（慶應義塾大学大学院経営管理研究科 特任教授）

●事前登録不要ですので、会場に直接お越しください。
●オープンステージのため立ち見となる場合がありますのでご了承ください。
●講師・演題等は変更となる場合があります。

※最新情報はウェブサイトで▶http://messe.nikkei.co.jp/fu/

　共催：（一社）日本照明工業会

2019.3.5□火 -8□金 10:00-17:00
（最終日は16:30まで）

東京ビッグサイト［東3ホール内］  主催：日本経済新聞社
http://messe.nikkei.co.jp/fu/

日経メッセ特別テーマ展示 NEW

未来のオフィスを支える情報技術とファシリティを提案する新規企画



FU3015 ＰＦＵ

ドキュメントの電子化からはじまる「働き方改革」。AI-OCR
＋RPAなどで効率化
するオフィス業務を
ご紹介します。また、
業務の省人化に貢
献する情報KIOSK
端末も併せてご紹介
します。

PFU Enterprise Smart、MEDIASTAFF

FU3010 ヒューマンキャピタルテクノロジー

Geppoは、サイバーエージェント社開発の「たった3問でわかる、
従業員のコンディショ
ン変化発見ツール」で
す。5年間の運用実績
に加え、リクルート社
の人材領域に関する
研究に基づき再開発、
強化しております。

Geppo

FU3007 おかん

オフィスおかんは、オフィスにいながら1品100円で健康的な食事が
取れる、従業員のため
の食の福利厚生サー
ビスです。全国1,200
社もの企業様に導入
いただいている注目の
サービスをぜひブース
でご覧ください。

オフィスおかん

FU3001 インテンザ

働き方に合わせてオ
フィス空間を自由に
構成できる、独自のフ
レームシステムをコ
アとしたオフィスファ
ニチャーを展示いた
します。

独自のフレームシステムをコアとした
オフィスファニチャー

FU3009 日経統合システム（日本経済新聞社グループ）

働き方改革はなぜ進まないのでしょう
か。その効果は見えていますか？まず
は”業務の見える化”から本当の“打ち
手”を探ってみませんか。業務を可視
化するデジタルツールを手始めにデ
ジタルで業務改革を支援します。

BPIサービス～デジタル企業変革支援～

FU3006 オムロン ヘルスケア

オムロンヘルスケアのAEDは小型軽量、高水準の防塵・防水性。簡単
に持ち運ぶことができ、
迅速な救助をサポートし
ます。また、音声と光に
よるガイドなど、初めて
の方でも迷わず使える
ことができるように操作
性を高めたAEDです。

健康経営の一環、
社員の万一の事態に備えるAED

FU3011 同志社大学

オフィス内の業務効率化を実現する知的オフィス環境創造シス
テムを展示。「知的照明システム」「擬似窓」「配席&在離席管理
合体システム」「音声
会議予約システム」
「リアルタイム降雨セ
ンサ」「人流計測シス
テム」などデモンスト
レーションを交えて紹
介します。

知的オフィス環境創造システム

FU3012 FCEプロセス＆テクノロジー

純国産RPA「Robo-Pat（ロボパット®）」、誰でも今日からパッ
と作れるロボ作成デ
モや活用事例動画で
ご紹介します。わずら
わしいPC業務から社
員を解放、業務改善・
生産性向上ならお任
せください。

純国産RPAソフトRobo-Pat（ロボパット®）

FU3013 Be&Do

人材の底上げによって営業販売力UPや定着率UPにつながる
ITソリューションを展
示。組織内の「がんば
り」を可視化し、楽しく
目標管理を行う仕掛
けをデモンストレー
ションを交えてご紹介
します。

現場力を高めるソリューション
Habi*do（ハビドゥ）

FU3014 NEC

NECのRPAの最新機能やUIを、デモを交えて紹介します。業務見
える化やロボット作成
を支援するツールとし
て大注目の業務分析
ツールもご覧いただけ
ます。簡単で便利な操
作感をこの機会にぜひ
ご体感ください。

NEC Software Robot Solution

未来のオフィスを支える情報技術とファシリティを提案する新規企画
NEW

3つのテーマでオフィス変革・働き方改革に役立つ製品・ソリューションを集中的に紹介します！

オフィスの業務効率化、生産性向上、活性化の解決策として各種情報技術・ファシ
リティの導入を検討している企業の経営者層、ビジネス部門マネージャー、情報
システム部門、総務・人事・労務部門、働き方改革・業務推進ご担当者など

東3ホール

FU3009

FU3010
FU3014FU3013

FU3012

FU3011

FU3007

FU3006

FU3001

FU3015

セミナーステージ
（受講無料、事前登録不要。
プログラムは裏面を
ご参照ください。）

商談
スペース

ドリンクコーナー

ラウンジ
&
商談
スペース

ご来場対象

実践！業務効率化・自動化 未来の快適職場づくり進化する企業の人づくり

※2018年12月31日時点。今後、内容・レイアウト等は変更になる場合がございます。
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