公 式 ガ イ ド
デジタルファースト時代を勝ち抜くドキュメントマネジメント

会議棟
7階（703）10/9〜10/11
8階（802）10/9〜10/11

西 2 ホール

https://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/expo/d-doc/
（9月20日現在）

■ 文書管理、税務関連

■ システム関連

■ データ保存関連

伊藤忠テクノソリューションズ

統合文書情報マネジメント
ドキュメントファイリングシステム
e-文書法関連システム・サービス
電子帳票関連システム
マイナンバー関連システム
電子契約関連システム

インテック
ウイングアーク1st
ハイパーギア

クラウドシステム
ビッグデータソリューション
OCR・イメージエントリーシステム
デジタル複合機

PFU

記録メディア・大規模ストレージ
デジタル-マイクロ・アーカイブシステム
イメージングハードウェア
ソフトウェア情報保管・検索・配送サービス

■ 情報セキュリティ関連

情報セキュリティシステム

■ その他

オンデマンドプリンティング関連
デジタル書籍関連
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デジタルドキュメント フォーラム
エンタープライズICT 2019、クラウドImpact 2019、Security Solution 2019
人工知能/ビジネスAI 2019、FinTech & ブロックチェーン2019、IoT Japan 2019
デジタルものづくり2019、建設テック2019、働き方改革2019
HRテック&ラーニングテクノロジー2019

展示会場
2045

西

（JIIMA）

展 示 会レイアウト図

伊藤忠テクノ
ソリューションズ

2019.10.9 wed -11fri 10:00-17:30

アマゾン
ウェブサービス
ジャパン

PFU

2140

会場内は全館禁煙とさせていただいております。皆様のご協力をお願いします。

2240

デジタルドキュメントフォーラム
10/9（水）
会議棟

703会議室：定員120名

ナレッジセミナー

デジタル

会議棟

文書情報管理を仕事として取り組む方、文書情
報管理士の資格取得を目指す方などが、知識・
技術を短時間で取得することができるセミナー
です。

会議棟

「社会全体のデジタル化」と情報マネジメント
〜 デジタルファーストが求める企業変革 〜
理事長

浅岡 孝充 氏
13：00〜13：40 セミナー番号：09B3

行政文書管理の電子化の実現に向けて
（施策の意義、政府の取組、今後の展望）

建築設計業務のDX改革〜設計から建築確認申請までを
電子により実現するための取組みと現状〜

田上 陽也 氏

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会 建築市場委員会

14：00 〜 14：40 セミナー番号：09A4

澤円氏

15：00 〜 16：40 セミナー番号：09A5

表彰式

専務理事

グループ25社の領収書・請求書をまとめて電子化、
パーソルホールディングスの挑戦
中山 龍太郎 氏

10/10（木）

703会議室：定員120名

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会 法務委員会

委員長

中田 秀明

アドビのクラウドソリューションとAIで実現する
これからのワークフローとは
アドビシステムズ株式会社 デジタルメディアビジネスマーケティング 執行役員

北川 和彦 氏

10/11（金）

703会議室：定員120名

情報技術専門官

山之口 章 氏

情報技術専門官

山之口 章 氏

個別相談会
JIIMA 法務委員会

13：00〜13：40 セミナー番号：11A3

スキャナ保存をクラウドで！
自社の運用に合うパターンがみつかる電子帳票サービス
主任

山岸 敏康 氏

横山 公一 氏

e-文書法（電帳法スキャナ保存）導入の進め方

今井 義人 氏

株式会社PFU ドキュメント ファイリング サービス部 e-文書スペシャリスト

13：00〜13：40 セミナー番号：10B3

16：00〜16：40 セミナー番号：11A6

電子契約の仕組みと導入時のポイント
〜 一から始める電子契約 〜

セコムトラストシステムズ株式会社 PS１部

岡本 敦

電子契約の実事例につきまして、導入経緯や効果等をご紹介致します。
・イタンジ様 ・セイコーソリューションズ様
・アドビシステムズ様 ・セブンイレブンジャパン様

802会議室：定員54名

担当マネージャー

佐藤 伸一 氏

ついに加速がはじまる！大衆型RPAの構造
〜現場でロボ増殖・高度化するケースを紐解く〜

栃尾 真廣 氏
右上へ続く

RPAテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長

大角 暢之 氏

13：00〜13：40 セミナー番号：11B3

デジタルエビデンスの活用
〜 業務効率向上とガバナンス強化への取り組み 〜

ジップインフォブリッジ株式会社 システム営業部

15：00〜15：40 セミナー番号：11A5

本部長

副委員長

令和元年度税制改正による
電子帳簿等保存制度の見直しの概要について

ペーパーロジック株式会社 代表取締役兼CEO（公認会計士・税理士）

株式会社マネーフォワード クラウド経費本部

電子契約委員会

事例紹介

会議棟

法規制緩和のトレンドを先取り、法令準拠の
ビジネス文書電子化と企業価値の向上

データと法人キャッシュレスがもたらす
これからの経費精算とは？

13：00〜13：40 セミナー番号：10A3

柏村 祐 氏

14：00〜14：40 セミナー番号：11A4

11:00 〜 11:40 セミナー番号：10B2

柴田 孝一 氏

主任研究員

株式会社インテック ビジネスソリューション部

802会議室：定員54名

湯田 健一郎 氏

トラストサービス推進フォーラム企画運営部会長 セイコーソリューションズ（株）DXソリューション統括部 部長

デジタル化とブロックチェーンがもたらす記録の未来

東京国税局 調査第一部 調査開発課

2020に向け進む働き方改革とテレワーク活用
〜電子化とICTツールの実践的組合せ推進とは〜

Society5.0に向けたトラストサービスの状況

土井 聡 氏

16：00〜16：40 セミナー番号：10A6

電子帳簿保存法第10条
電子取引の取引情報に係る電磁的記録保存の基礎知識

10：00〜10：40 セミナー番号：10A1

11：00〜11：40 セミナー番号：10A2

15：00 〜 16：40 セミナー番号：10B5

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会

東京国税局 調査第一部 調査開発課

会議棟

馬場 貴志 氏

株式会社日立ソリューションズ ビジネス コラボレーション本部 フロントソリューション部 主任

菊地 聡子 氏

16：00〜16：40 セミナー番号：09B6

＜受賞記念講演-2>

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 エンタープライズ第２本部 エンタープライズ技術第４部 文書情報管理士

10：00〜11：40 セミナー番号：11A1

富士ゼロックス株式会社 アドバンスドインダストリアルサービス事業本部 デジタルプラットフォーム部 マーケティング統括G

富岡 英輔 氏

東京テレワーク推進センター 事業責任者 株式会社パソナ リンクワークスタイル推進統括

千葉辰典氏

安心・安全な電子契約をはじめるための電子契約
活用ガイドラインのご紹介

会議棟

甲斐荘 博司

AI活用により請求書処理を65%効率化！
電子帳簿保存法に対応し紙原本の破棄も実現！

日本ラグビーの歴史と、国内、国際舞台での活動、
活躍を如何にして後世に残すべきか

会議棟

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会

15：00〜15：40 セミナー番号：09B5

パーソルホールディングス株式会社 グループ財務本部 グループ財務部 プロジェクト推進室

文書管理導入ポイント
〜３つの悩み〜

デジタル変革を加速！ はじめの一歩はペーパーレス化から！
その後の活用事例もご紹介

株式会社第一生命経済研究所 調査研究本部

JIIMA 電帳法ソフト法的要件認証制度について

日本マイクロソフト株式会社 マイクロソフトテクノロジーセンター 業務執行役員 センター長

アーカイブ担当

橋本貴史

14：00〜14：40 セミナー番号：09B4

デジタルトランスフォーメーションを
進めるために必要なマインドセット

公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会

委員長

802会議室：定員54名

14：00〜14：40 セミナー番号：10B4

15：00〜15：40 セミナー番号：10A5

13：00〜13：40 セミナー番号：09A3

＜受賞記念講演-1>

会議棟

株式会社PFU ソフトサービス・ソリューション事業本部 PSCS事業部 ドキュメントキャプチャーサービス部 部長

内閣官房 番号制度推進室 兼 情報通信技術（IT）総合戦略室 兼 内閣府大臣官房番号制度担当室 企画官

ベストプラクティス賞

703会議室：定員120名

３つのトータルで紙文書入力業務を最適化！
事例を交えてご紹介。

勝丸 泰志

『デジタル時代の新たなIT政策大綱』が目指す
豊かな社会への転換

企画官

をご覧ください。

14：00〜14：40 セミナー番号：10A4

11：00〜11：40 セミナー番号：09A2

内閣府大臣官房公文書管理課

https://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/expo/d-doc/forum/

10/10（木）

802会議室：定員54名

10：00〜10：40 セミナー番号：09A1

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会

デジタルドキュメントフォーラムについての詳しい内容は

シニアセールス

細井 崇史 氏

14：00〜14：40 セミナー番号：11B4

e-文書法に対応し、業務効率化を実現。
PDFテキスト自動抽出による電子取引業務効率化！

株式会社ハイパーギア 営業部

e-文書法コンサルタント

水上 哲志 氏

15：00〜15：40 セミナー番号：11B5

成功事例から見る！効果を最大化する電帳法、
ペーパーレス対応の3つのポイント

ウイングアーク1st株式会社 技術本部 SVF・SPA統括部

統括部長

名護屋 豊 氏
齊藤 佳明 氏

グローウィン・パートナーズ株式会社Accounting Tech事業部／ コンサルティング部 マネージャー 公認会計士

16：00〜16：40 セミナー番号：11B6

働き方改革への取組みの基本である
文書情報管理” についてお話します
公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会

JIIMA文書情報管理マネージャー

中山 弘毅

※講演内容は変更になる場合があります。
※当日は満席でご聴講できない場合があります。

