企業の未来を見据え、課題を解決。
ハード・ソフト・サービスの連携がつくる
ベストソリューションをご提案します。
ＩＴソリューション
多様なニーズに対応するディスプレイを活用
したソリューションや、クラウドを活用した
サービスにより、ワークスタイルを革新します。

サイネージソリューション
２０１４年

７月２３日（水）・２４日（木）

圧倒的な迫力と豊かな映像表現を、プランニング
から設置後の運営まで、ワンストップサービスで
お届けします。

９時３０分～１７時３０分
ビジネスに役立つ情報をお届けします。

ドキュメントソリューション

先端のR＆D技術やワークスタイルを変革するビジネスソリューションや
エネルギーソリューションまで幅広くご体験下さい。

クラウドによる情報共有やアプリケーションとの
連動で、作業やコストの無駄を抑え、業務効率を
向上させます。

東京国際空港ターミナル株式会社様 羽田空港

■場所
大阪マーチャンダイズ・マート
２Ｆ展示Ｂ・Ｃホール（展示会場）
２Ｆ展示Ｇ・Ｇ２ホール（セミナー会場）

ＯＭＭビル

大阪市中央区大手前１-７-３１ ＴＥＬ ０６‐６９４３‐２０１０
※会場には駐車場がございません。公共交通機関をご利用下さい。

N
地下鉄谷町線

至 中之島

大川

ＯＭＭビル

京阪天満橋
●
テレビ大阪
●
シティ
モール

ビジネスの環境を整え、生産性向上を支援

天満橋

至 淀屋橋

大阪●
キャッスルホテル

●大阪合同庁舎
大手前高校
●
谷町筋

松屋町筋

エネルギー
ソリューション
建材一体型モジュールで、ビルまるごと
太陽光発電が可能。建物と美しく調和し、
多様な場所に設置できます。

日本郵便株式会社様 ＪＰタワー

空気環境
ソリューション

照 明
ソリューション

イオン濃度シミュレーションに基づく設置
プランから効果測定、導入まで、衛生的な
空間づくりへトータルサポートを行います。

優れた省エネ性能と長寿命で環境に貢献。
シャープのＬＥＤが明かりを変えていき
ます。

株式会社ヤマホンベイフーズ様

東日本旅客鉄道株式会社様 ＪＲ南新宿ビル

シャープ

Ｅｃｏ ＆ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ソリューションフェア２０１４ ＳＵＭＭＥＲ

出展システムのご案内

セミナースケジュール
２０１４年７月２３日（水） ２Ｆ展示Ｇ・Ｇ２ホール

ソリューションステージ

※ステージ時間等詳細はホームページをご覧ください。

テーマ（案）

会場内の特設ステージでお客様の課題を解決する各ソリューションのご紹介。
BIGPAD&タブレット連携によるスマートなミーティングを実現する

1

ペーパーレス会議システム
手軽に情報共有できるクラウド型ストレージサービス

2

３ｓｗｅｂ Ｓｈａｒｐｄｅｓｋ Ｏｎｌｉｎｅ

3
4

講師

ービジネスソリューション事業の技術戦略ー
シニアの瞳輝くライフケア・ソリューション「未病倶楽部」、ここに商機あり！

効率の良い管理体制を確立する店舗向けｼｽﾃﾑを提案し、魅力あふれる店づくりをｻﾎﾟｰﾄ

リテールソリューション

１０:３０～１１:３０

厚生労働省の方針である「健康寿命の延伸」を念頭に、シニア生活の質向上に繋がる
「未病倶楽部サービス」（ライフケア・ソリューション）をご提案させて頂きます。高齢者２００
名以上参加の実証実験から見えてきたビジネスチャンスの萌芽についてお話しします。

安心してお届けする４つのメニューで、快適なICT環境のご利用をお助けする

シャープ株式会社
ビジネスソリューション開発本部
本部長 油井 勇飛

ワンストップサポートサービス３ｓｗｅｂ ＩＣＴ サポート
【特別セミナー】 『歩 ～私の生き方・考え方～球道即人道』

ニュービジネスソリューション

日本プロ野球選手会会長や、オリンピック野球日本代表のキャプテンを務めた氏が、プロ
野球選手時代を通じて、技術論、精神論など、どんな教えを受け、何を学んできたのか。
飛び抜けた資質をもたぬ人間はどう生きればいいのか。さまざまなエピソードとともに、
「歩」から「と金」になるまでの「脇役の一流」を目指した男の「思考と努力」をお話しします。

１３:００～１４:００

当社のモノづくりの強みと、戦略的アライアンスを活用したシナジー効果による、新規事業分野での取組み事例をご紹介。

野球評論家・解説者
宮本 慎也氏

★暮らしまるごとサポート「Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅ」クラウドソリューション

■ ヘルスケア・医療
■ 食/水/空気の安心安全
■ スマートホーム/モビリティ/オフィス

■ ロボティクス
■ 教育

株式会社電通

【ビジネスセミナー】 Ｏ２Ｏ、オムニチャネル時代のソリューション事情

１４:３０～１５:３０

スマホが普及し、デジタルがリアルとますます融合する中で、企業がどのように新しい
マーケティングに取り組んでいるかについて、最新の事例を交えてご紹介します。

デジタルソリューション部
部長 長谷川 想氏

トータルビジネスソリューション
「デジタルサイネージの新たな拡がり」
～最新導入事例とシャープのワンストップサービスのご紹介～

会場内のミニステージで、ハード・ソフト・サービスの連携がつくる、シチュエーション別のベストソリューションをご提案。

■ オフィスソリューション
●３ｓｗｅｂ Ｓｈａｒｐｄｅｓｋ Online（クラウド型ストレージサービス）
●ネットワークプリントサービス ｆｏｒ Ｂｉｚ
●ＮＡＳ／ＵＴＭ(ファイル共有/セキュリティ)ソリューション
●ドキュメント情報管理(ＦｕｌｌＷＥＢ)システム
■ 会議ソリューション
●クラウド型Ｗｅｂ会議サービス「ＴｅｌｅＯｆｆｉｃｅ」
●ＢＩＧ ＰＡＤ＆タブレット連携ペーパーレス会議システム

統合ソリューション局

■ モバイルソリューション
●タブレット営業支援ツール
■ 店舗ソリューション
●飲食店向けＰＯＳシステム
●モバイル決済システム
■ ビジネス環境ソリューション
●ＬＥＤ照明（オフィス・ストア向け提案）
●プラズマクラスターイオン（オフィス・ストア向け提案）

１６:００～１７:００

小型店舗向けからマルチディスプレイまで、広告/販促ツールとしてのデジタルサイネ
ージはますます拡大しています。今後の４Kコンテンツ動向や、設置/コンテンツ/配信
に至るサービスについてお話します。

シャープ株式会社
ビジネスソリューション事業推進本部
ビジネスソリューション営業部
部長 高森 仁志

２０１４年７月２４日（木） ２Ｆ展示Ｇ・Ｇ２ホール
テーマ（案）

講師

シャープ株式会社

クラウド化で拡がるシャープのエネルギーソリューション

業種・業態別ソリューション

１０:３０～１１:３０

さまざまなデータをクラウドに集めることで、太陽電池を中心としたエネルギーシステム
を構築し、お客様に最適のソリューションをお届けいたします。

多様なニーズに対応するディスプレイソリューションや、ＩＣＴを活用したクラウドサービスによる新しいワークスタイルをご紹介。

■ ドキュメントソリューション
■ パブリックソリューション
●ＭＦＰ特長ご紹介コーナー
●公金収納POSシステム
（環境性能/セキュリティ/大型液晶タッチパネル/ＰＯＰ作成サービス他）
●緊急防災対応システム ●ＩＴテレビモニター
●観光案内タッチディスプレイシステム
■ エナジーソリューション
●監視カメラシステム
■ コーポレート向けソリューション
●ＢＩＧ ＰＡＤ連携販売 管理システム
■ リテールソリューション
●帳票入力アプリ生成ツール（Ａｎｄｒｏｉｄ端末用）
[ＰＯＳシステム] ●書店向けＰＯＳシステム ●ＰＯＳシステム連携売上
●双方向デスクトップ共有システム ●高解像度ＴＶ会議システム
集計/分析システム ●クラウド対応ＰＯＳシステム（アパレル向け）
●タブレットＰＯＳシステム（アパレル向け）
●パソコンＰＯＳシステム
■ サイネージソリューション
［業務用携帯端末システム］
●４Ｋインフォメーションディスプレイ（９面マルチ・７０Ｖ型・３２Ｖ型）
●本部/店舗間相互コミュニケーション端末システム
●４７～９０Ｖ型大画面ディスプレイラインアップ ●コンテンツ配信表示
●点検・設備管理システム ●灯油配送システム
システム ●マルチピラー表示システム ●コンテンツ制作支援システム
●店舗向けタッチディスプレイシステム
●４Ｋ対応ＡＱＵＯＳ業務用提案 ●ＬＥＤ看板照明

【特別セミナー】 ディズニーから学んだ「おもてなしに必要な３つの要素」
来客の９５％がリピーターで占められているディズニー。
そこには、お客様を幸せにする、おもてなしの「仕掛けとしくみ」があります。おもてなし
に大切な「心を学び、技を磨き、しくみをつくる」の３つの要素をお伝えします。

１３:００～１４:００

地域社会向け暮らしサポートサービス「Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅ」提案と
「スマートシティ」プロジェクトにおけるシャープの取組み

１４:３０～１５:３０

見守り、地域限定ＳＮＳ、健康管理等多彩なサービスを含む元気な暮らしづくりに向け
た当社の提案をご紹介。また話題の「スマートシティ」への当社の取り組みについてご
紹介します。

高さ日本一の超高層複合ビル 「あべのハルカス」。最先端の技術を導入し、エコで快
適なランドマークを目指す取組みをご紹介します。

１６:００～１７:００

快適で働きやすく、環境にやさしいビジネスインフラをサポート。

■ エネルギーソリューション
〈住宅用〉
●クラウド蓄電池システム ●ブラックソーラーモジュール
〈産業用〉
●小規模産業用ソーラーシステムソリューション ●ＥＰＣ事業紹介
●建材一体型シースルー太陽電池モジュール
※産業用ソーラーシステムご相談コーナーを設置します。

新規事業開発センター
所長 福島 隆史

【協力企業セミナー】 あべのハルカスの省エネルギー技術について

ビジネス環境インフラ

エネルギーシステムソリューション事業本部

■ 空気環境ソリューション

大人の寺小屋 縁かいな
代表 上田 比呂志氏

シャープ株式会社
国内営業本部
ソリューション企画部
部長 齋藤 嘉裕
近畿日本鉄道株式会社
あべのハルカス事業本部
技術部長 安東 隆昭氏

＊平成25年度省エネ大賞（製品・ビジネスモデル部門）

トータルサポート＆サービス
（設備プランから保守・サポートまで最適なソリューションをご提案）
●（水産加工工場/外食店舗/遊戯施設等向け）ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰｲｵﾝ機器
■ ＬＥＤ照明ソリューション
●屋内用/屋外用ＬＥＤ照明（ｵﾌｨｽ/ｺﾝﾋﾞﾆ/ｽｰﾊﾟｰ/物販店舗/工場・倉庫向け他）
●

スマート会議体験ゾーン
実際に操作していただきながら価値を実感いただきます。

クラウド型Web会議サービス「ＴｅｌｅＯｆｆｉｃｅ」
ＢＩＧ ＰＡＤ＆タブレット連携ペーパーレス会議システム

●

※セミナー内容並びに講師は都合により変更になる場合もございますので、予めご了承願います。（定員：各１５０名）

外部講師プロフィール
宮本 慎也 氏

上田 比呂志 氏

ＰＬ学園高校～同志社大学～プリンスホテル～東京ヤクルトスワローズ。
１９９４年ドラフト２位でヤクルトスワローズに入団、アテネオリンピック野
球日本代表（２００４年）北京オリンピック野球日本代表（２００８年）では
キャプテンを務めた。２０１３年のシーズンを最後に現役引退。現在は野
球解説者として活動中。
表彰 ・ベストナイン１回 ／ゴールデングラブ賞１０回
記録 ・２０００本安打(２０１２年５月４日対広島戦) 通算２１３３本
・４００犠打 (２０１２年９月２６日対阪神戦) 通算４０８犠打

株式会社三越入社。日本の三越にてお店作りや企画を担当し、グアム
三越社長兼ティファニーブティック支配人として勤務を経た後、フロリダ
ディズニーワールドエピコットセンターのジャパンパビリオンディレクター
として赴任。統括責任者として、経常利益の向上や約２５０人の部下の
人材育成に貢献。退社後は料亭のおもてなし精神や、ディズニーメソッド
を取り入れたコーチングスタイルを確立。日本国内から海外まで精力的
に活動中。

●

お問い合わせ

来場登録お申し込み方法（事前登録をお願い致します）

ＷＥＢサイトからのお申し込み

http://www.sharp.co.jp/business/ebo/?ss_ad_code=dbso54ki

事務局

杉目 友作

Ｅ‐ｍａｉｌ： sugime.yusaku@sharp.co.jp

ＴＥＬ： ０６－６６２９－７４６０
受付時間/９：００～１７：３０（土・日・祝日を除く）

株式会社教映社

AVCシステム事業部

