2018.10.17wed-19fri

10：00-17：30

公式ガイド
出展企業（５０音順）

東京ビッグサイト 東展示ホール

● ABBYYジャパン株式会社
● 株式会社イースト
● 株式会社インテック
● コニカミノルタ株式会社
● 株式会社ジェイエスキューブ
● システム・プランニング株式会社
● 株式会社ハツコーエレクトロニクス
● 株式会社日立ソリューションズ
● 株式会社ファインデックス
● 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)
（入会ご相談・電子化の法務相談コーナー）

フォーラム

東京ビッグサイト 会議棟

703会議室／802会議室 ３日間で計31セッションのセミナーを開催
https://expo.nikkeibp.co.jp/xtech/expo/d-doc/forum/
多彩なプログラムは次ページよりご覧ください。

主催 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)
共催 日経BP社

2018フォーラム
10月17日（水） プログラム
10：00～10：40

セミナ番号； 17A1

会議棟 703会議室 定員120名
基調講演

デジタル社会2020への展望
―次のステップを目指して―
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA） 理事長 高橋通彦

11：00～11：40

セミナ番号； 17A2

基調講演

はじめませんか、帳簿書類の電子化と書類のスキャナ保存
―その要件と利用上のご注意―
国税庁 課税部 課税総括課 国際課税企画官 中島格志氏

会議棟 703会議室 定員120名
13：00～13：40 セミナ番号； 17A3 特別講演

デジタルトランスフォーメーション最前線
富士通株式会社 エバンジェリスト

14：00～17：00

及川洋光氏

セミナ番号； 17A4 べストプラクティス賞

14：00～14：20 ベストプラクティス賞 表彰式
14：20～14：50

OCR・AIを活用した会計事務所
の働き方改革の実践
さくら中央税理士法人 税理士 安田信彦氏

14：50～15：20

手書帳票OCRを活用した
スキャナ保存ハイブリッドシステム
茨城県大同青果株式会社 総務部副部長

小原貴光氏

15：30～16：00

知財分野でのタイムスタンプを
利用した情報の一元管理
沢井製薬株式会社 知的財産部研究員

柳 慎一郎氏

16：00～16：30

スキャナーと経費精算システムの連携が
生む新たな文書電子化の実態とは？
株式会社マネーフォワード 本部長

今井義人氏

16：30～17：00

Dr.経費精算とコーポレートカード導入
による効率アップ先行事例
株式会社 Bear Tail

取締役管理部長 篠原啓輔氏

会議棟 802会議室 定員54名
13：00～13：40 セミナ番号； 17B3 ナレッジ講演

JIIMAのデジタルドキュメント普及活動
ご紹介と入会案内
JIIMA渉外委員会 担当理事 栃木 眞司

14：00～14：40

セミナ番号； 17B４ ナレッジ講演

文書管理レベルを測る指標を提供
するための評価基準
JIIMA文書情報管理委員会

15：00～15：40

酒井 英美

セミナ番号； 17B5 ナレッジ講演

デジタル社会を支える
文書情報流通基盤の標準化戦略
JIIMA標準化委員会 副委員長
委員

16：00～16：40

伊藤泰樹
名護屋 豊

セミナ番号； 17B6 スポンサード講演

Form OCRを活用した
スキャナ保存ハイブリッドシステム
アンテナハウス(株) 文書情報マネージャー

太田貴之氏

株式会社エヌジェーケー メディアドライブ事業部 山本晃弘氏

2018フォーラム
10月18日（木） プログラム
会議棟 802会議室 定員54名
10：00～10：40 セミナ番号； 18B1 ナレッジ講演

はじめませんか電子契約
書面より簡単で信頼性の高い電子契約
JIIMA電子契約委員会

会議棟 703会議室 定員120名
11：00～11：40 セミナ番号； 18A2 特別講演

国の分野横断統合ポータル
「ジャパンサーチ」の構築に向けて
国立国会図書館 電子情報部 副部長

13：00～13：40

木藤 淳子氏

セミナ番号； 18A3 スポンサード講演

11：00～11：40

岡本 敦

セミナ番号；18B2 スポンサード講演

リコージャパンが取り組む
働き方改革
リコージャパン株式会社 ICT事業本部
働き方改革グループリーダー 室岡 友紀氏

13：00～13：40

セミナ番号； 18B3 ナレッジ講演

AIでデータエントリ業務の働き方が変わる！
バックオフィスのデジタル化で業務効率化

小規模団体での簡易版デジタルアーカイブ
ガイドライン －そのポイントについて

株式会社日立ソリューションズ レポートソリューション部
グループマネージャ 橋本 亮 氏

JIIMAアーカイブ委員会 担当理事 下嶋秀樹
委員
榊 満塁

14：00～14：40

セミナ番号； 18A4 スポンサード講演

14：00～14：40

セミナ番号； 18B ４ スポンサード講演

BPOからBPAへ―働き方改革を推進する
ドキュメントソリューションー

文書管理の導入ポイント
５つの課題

株式会社ジェイエスキューブ BPO販売促進本部
マネージャー 猪野 祥平 氏

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 流通・EP第２本部
文書情報管理士 馬場 貴志氏

15：00～15：40

セミナ番号； 18A5

特別講演

デジタルレイバーを活用した
ビジネスモデルの進化

15：00～15：40

測定機器データの
長期保存ガイドライン案のご紹介

RPAテクノロジーズ株式会社
代表取締役社長 大角 暢之氏

16：30～

セミナ番号； 18B5 ナレッジ講演

JIIMA R&Dデータ保存研究会
上原 小百合

会議棟 703会議室 定員120名

JIIMA 第58期 臨時総会
正会員の皆様 ご出席をお願い致します

2018フォーラム
10月19日（金） プログラム
会議棟 703会議室 定員120名
10：00～11：40 セミナ番号； 19A1 特別講演

会議棟 802会議室 定員54名
10：00～11：40 セミナ番号； 19B1 ナレッジ講演
有料

電子帳簿保存法における
帳簿書類とスキャナ保存の
要件について
＊講演後に個別質問にも
対応していただけます

東京国税局 調査第一部 調査開発課
情報技術専門官 山之口 章氏

13：00～13：40

セミナ番号； 19A3 スポンサード講演

働き方改革実現に必須の
文書情報・デジタルドキュメントの
“イロハ”
＊書籍「文書情報マネジメント概論」を
配布いたします

JIIMAコンサルタント
文書情報マネージャー認定委員会講師 中山弘毅

13：00～13：40

セミナ番号； 19B3 ナレッジ講演

電帳法×RPA×法人カードで
経費精算事務の徹底効率化

建築設計図書の電子化促進と
その普及啓発に向けた取組み

株式会社BearTail Dr.経費精算事業部
取締役事業部長 篠原 啓輔氏

JIIMA建築市場委員会
委員長 橋本貴史

14：00～14：40

セミナ番号； 19A4

スポンサード講演

14：00～14：40

セミナ番号； 19B４ ナレッジ講演

クラウドで実現！
経理書類のペーパーレス化のポイント

医療関係文書の電子化及び
保存に関する運用管理規程

株式会社インテック ビジネスソリューション部
主任 山岸 敏康氏

JIIMA医療市場委員会
副委員長 渡邊 克也

15：00～15：40

セミナ番号； 19A5 スポンサード講演

15：00～15：40

セミナ番号； 19B5 ナレッジ講演

OCRとRPAを活用した
Smart Work Innovation構想の具現化

ＪＩＩＭＡ電子帳簿ソフト法的要件
認証制度の概要について

富士ゼロックス株式会社 業務ソリューション
オファリングス推進部 グループ長 小澤 一彰氏

JIIMA 法務委員会
委員長 甲斐荘 博司

16：00～16：40

セミナ番号； 19A6

特別講演

働き方改革の切り札 「テレワーク」
働く人が幸せになる社会を目指して
一般社団法人 日本テレワーク協会
専務理事 中山 洋之氏

16：00～16：40

セミナ番号； 19B6 ナレッジ講演

有料
発表 電帳法第10条
電子取引の取引情報保存ガイドライン

＊新策定したガイドラインを配布します
JIIMA 法務委員会
委員 中田 秀明

