
Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

日 時：2020年2月5日（水）～6日（木）

展示ブース：10:00～17:30

セミナー ：10:15～17:00

会 場：名古屋市中区栄一丁目12番17号

富士フイルム名古屋ビル 2F・3F

Document HubSquareNagoya

主 催：富士ゼロックス愛知株式会社

共 催：富士ゼロックス株式会社

富士ゼロックス愛知東株式会社

富士ゼロックス岐阜株式会社

富士ゼロックス三重株式会社

参加無料／事前登録制ご招待

お客様各位

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げます。

昨年より働き方改革関連法案が施行され、この春からは中小企業においても時間外労働の上限規制が導

入されます。さらに、熟練者の退職・採用市場の厳しさ・働くスタイルの多様化など世の中の状況変化

からも、本質的な働き方改革の重要性が増しています。

ビジネスの世界ではAIやIoT、RPAなど、新たな技術を使った革新的なサービスも生まれています。

デジタルテクノロジーを用いて新たな価値を創造する取り組み＝「デジタルトランスフォーメーション

（DX）」の実現が叫ばれ、2025年の崖を回避すべく、国を挙げた取り組みも始まっています。

そんな令和2年の始めに、富士ゼロックスの“Smart Work”＝「お客様・業務ごとにICTと業務をシームレ

スにつなぐ最適な解決策」で DX と 働き方変革 を実現頂けるよう、さまざまな情報をご紹介いたします。

お客様の経営課題解決へのヒントの場にして頂ければ幸いです。

ご多用の折とは存じますが、何卒ご来場賜りたくご案内申し上げます。

敬具

Solution Mall 2020 NewYear
SmartWorkで実現する DX と 働き方変革

富士ゼロックス愛知 フェア

下記フェアお申込みコード及び営業No.をご確認の上、WEBよりお申し込み下さい。
ご不明な点は営業担当もしくはフェア事務局までお問い合わせ下さい。

マーケティングサポート部 営業推進課 フェア事務局：新田・木村・平下
電話：052-684-5163
mail to： acx-fxaevent@acx.fujixerox.co.jp
受付時間：平日10:00～12:00 / 13:00～17:00

お申し込みコード： 営業No.：

お申込みURL

https://www.fujixerox.co.jp/acx/event/sm2020NEWYEAR/

お申込み方法

お問い合わせ

至 丸の内

至 名駅 至 栄錦通伏見
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Document HubSquareNagoya
富士フイルム名古屋ビル1・2F

2019年12月26日 13時よりお申込みを開始致します
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テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

出展ブースのご案内 10：00～17：30
※ブース内容は一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください

B-01

働き方改革の第一歩は紙の電子化から始めましょう。複合機の 業務別らくらくスキャン機能、ペーパーレ

スファクス仕分け機能 で業務のペーパーレス化の実現を支え、業務の効率化・生産性の向上を図ります。

働き方改革を支える 複合機の活用方法をご紹介 富士ゼロックス株式会社

B-06

Esker OnDemandは、請求書処理の一連のライフサイクルや、各会計管理システムとの連携による業務効率

化を支援します。フォームが異なる請求書から帳票定義を行うことなくデータを自動抽出、発注データと

の突合工数の軽減、全体の処理状況の見える化、などの特長をご紹介します。

請求書処理の課題を解決！～AIを活用したクラウドサービス～ 富士ゼロックス株式会社

B-07

クラウド型文書管理システム Smart Workstream は、業務プロセスで発生する書類の一元管理と各プロセス

ごとの書類管理状況を可視化します。技術伝承支援、案件管理、さらには紙の電子化からタイムスタンプ

の利用により電子帳簿保存法対応も可能など、皆様の課題解決をご支援します。

電子帳簿保存法に対応するドキュメント管理のご紹介 富士ゼロックス株式会社

Dropbox Businessはパワフルで共同作業に便利なプラットフォームです。管理機能が

多数搭載されているので、重要なビジネスファイルにいつでも安全にアクセスし、

共有することができます。数億人ものユーザーが、ファイルや写真を安全に保管・共有するために

Dropbox Businessを活用しています。

B-04 全ての作業を統一するワークスペースを提供 「Dropbox Business」 Dropbox Japan株式会社

B-02

DocuWorksは、PC上でも机の上で紙を扱うような感覚で文書管理ができます。昨年、皆様の

ご支持により累計600万ライセンスを達成しました。複合機やクラウドサービスとの連携等、

業務の効率化を支えるツール DocuWorksをご紹介します。

電子文書を紙のように扱える DocuWorks のご紹介 富士ゼロックス株式会社

社内＆社外＆モバイルも活用してファイル共有することを多くの社員は求めています。

IT管理者が適切に対処しなければ、勝手なクラウドサービス（＝シャドーIT）が社内に蔓延

してしまいます。便利でセキュアなBoxを準備し、社員が危険を冒してまでシャドーITに手を

出すのをそろそろ止めさせませんか？当ブースでは実際の使われ方や管理機能についてもQA可能です。

B-05 使えるファイル共有をきちんと管理したいならBox! 株式会社Box Japan 

B-03

Cloud Service Hubは、複合機やプリンターとストレージ型クラウドサービスの中間に位置し、クラウドか

らのプリントやクラウドへのスキャンを基本機能として実現するクラウドサービスです。

数々のクラウドサービスにシングルサインオンで接続するなど、円滑なコラボレーションを実現します。

複数のクラウドサービスをまとめて活用 Cloud Service Hub のご紹介 富士ゼロックス株式会社



テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

B-11

デザイン、印刷、小売、サービス、ホテル、ディーラー…幅広い業種で求められる特殊色プリントを、シ

ンプルかつ低価格で実現をした新型A4プリンタ「DocuPrint CP310 st」。祭事、季節イベント、販促物、ラ

ベルパッケージなど、様々な用途に合わせて、新たな価値をお届け致します。小ロット印刷の内製化にも

大活躍します。※オンデマンド印刷×金銀白（特殊色）による新たな販促手法のご紹介（サンプルもご覧

いただけます）

業界初！ついにデビュー 金銀白（特殊色）プリントで新たな価値を創出
富士ゼロックス株式会社

B-12

働き方変革の実現＝「モバイルワークや在宅勤務などの今までにない業務環境」においては、新たなセ

キュリティー上の課題への対応が必要となります。ネットワーク、ウイルス対策、PC操作・障害対応支援

など、安心かつスムーズな業務のためのセキュリティー対策をご紹介いたします。

働き方変革を実現するためのセキュリティー対策のご紹介 富士ゼロックス株式会社

B-10
“人×自然×テクノロジー” で実現するOffice365を活用した働き方改革

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

Office365 を導入するだけでは生産性の向上や残業時間の削減といった働き方改革を実

現することはできません。Office365を含むICTツールは社内のコミュニケーション量

が重要になっていきます。そのため我々は、“人×自然×テクノロジー”の健全な融

合を通じて、チームビルディング、組織活性化とOffice365を活用した本質的な働き方改革をご支援します。

B-08

働き方改革関連法案への対応対策、制度改正によりハードルの下がった電子帳簿保存法対

応、さらには電子申告・電子申請の義務化対応、そんな業務のお悩みに奉行クラウドがお

応えします。

一番選ばれている業務クラウド 奉行クラウド ご紹介 株式会社オービックビジネスコンサルタント

B-13

Windows OC搭載PCの読み書きを、すべてネットワークドライブ（ファイルサーバー）

へリダイレクトし、PCには一切のユーザーデータを保存しないセキュアなデータレス

PCを実現します。

また、キッティングや導入後のサポートも充実した法人向けPCレンタルサービスをご紹介

します。

データレスPC ソリューション、法人向け PCレンタル のご紹介 横河レンタ・リース株式会社

B-14

「BizRobo!」は、ホワイトカラーの生産性を革新する、ソフトウェアロボット

（Digital Labor）の導入・運用を支援するデジタルレイバープラットフォームです。

「ロボット」と「IT」によって、ホワイトカラーを繰り返し作業から解放し、企業を始め社会全体の生産

性向上を図り、未来の働き方を変えていきます。本ブースでは、BizRobo!の特徴である圧倒的なパフォー

マンスと正確さをデモンストレーションを通してご紹介いたします。

定型業務自動化支援ソリューション「BizRobo!」～面倒な繰り返し作業からの解放～
RPAテクノロジーズ株式会社

B-09

2020年4月より大企業を対象に社会保険をはじめとする電子申請の義務化が、厚生労

働省より発表されました。「電子申請、最近よく聞くけど詳しくは知らない」「知

ってはいるけど、具体的な検討はまだ」そのような方に、電子申請導入のための準備やそれによって期待

できる効果、2020年電子申請義務化への対策などご紹介をさせていただきます。

『電子申請義務化』人事総務業務が変わる Charlotte 株式会社ユー・エス・イー



テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

体感！RPA ハンズオンセミナー 【所用時間】各コース 45分

おひとり様1台ずつPCをご用意して、今注目のRPAを実際に操作して体感いただける特設コーナーです。
この機会に是非ご体感ください。
定員：8名様（事前申込制） ※空席がある場合は先着順で当日ご参加いただけます。

14:45～15:30

16:15～17:00

内容

2月 5日（水）日程

BizRobo!ハンズオンセミナー

H-02

H-03

H-05

H-06

10:45～11:30 H-01 H-04

2月 6日（木）

B-15

「Smart Data Entry」はクラウド対応の帳票業務プロセス改善ソフトウェアです。AI-OCRによる高精度な

文字認識と、確信度を利用した効率的な入力作業により、申請・届出受付、調査・アンケートなどの入力

から情報抽出、確認・訂正、データ出力まで、ムダなく効率的でシームレスな流れを実現。オフィスにお

ける創造的な働き方を支援します。

ドキュメントの有効活用 Smart Date Entry 富士ゼロックス株式会社

B-16

クラウドコンピューティングの主なメリットの1つは、必要な時に、必要なIT

リソース分だけ、低価格で利用することができることです。クラウドコンピュ

ーティングの中でも世界で最も使われているAWSのサービスをご紹介します。

AWSによるクラウドコンピューティング アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社

B-17

kintoneは業務システム（アプリ）を専門知識なく作成できるクラウドサービスです。

散在するエクセルや、煩雑なメール、紙の書類の山などにお困りの方、kintoneが

お役立てします。思いのままに業務システム（アプリ）を作り、ビジネスのバラバラをひとつにまとめま

しょう。

自分たちの業務システムを自由に作れる 「kintone」 サイボウズ株式会社

B-18

働き方改革実現を支援するツールとして注目の

「RPA」。実際にはツールを導入したものの、う

まく活用ができず、生産性向上につながっていな

い…という事例も。このブースでは富士ゼロック

スのグループ内での導入事例をご紹介するととも

に、検討から導入までのストーリーを現場目線で

ご紹介いたします。

富士ゼロックスにおける RPA 導入実践
事例ご紹介 富士ゼロックス株式会社

RPA 実践事例紹介セミナー

S-11 11：00～12：00 受付開始 10：45

システム入力、データ更新、システム間連携など、バッ
クオフィス業務を話題のRPAを使って効率化した事例を

ご紹介いたします。実際の導入にあたって苦労した点や、
自動化に向けた取り組みの流れ、活用事例などを交えて、
これからご検討される際のヒントとして頂けますと幸い
です。

RPAでバックオフィスの生産性向上を実現

富士ゼロックスサービスクリエイティブ株式会社
サービス企画部

鐘本 裕之

2月5日（水）2月5日（水）・6日（木）

RPA 実践事例紹介ブース



テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

13：00～14：15 受付開始 12：45

2月5日（水）セミナープログラムガイド

DX＝デジタルトランスフォーメーションは企業にとって、今、まさに取り組
まなければならないテーマとなっています。既存ITシステムの老朽化、クラ
ウドやAI・IoTなどの新技術への対応、IT人材の確保・育成など課題は山積み
の中、もしDXが進まなければ「2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が
生じる可能性がある」と警告されています。このような中、いかにして“DX”
を実現し、「2025年の崖」を克服してビジネスを進化させていくのか、企業

はその対応策の検討を迫られています。経済産業省では、国としてこの難題
を乗り越え、2030年に実質GDPを130兆円超に押し上げるための「DX実現シ
ナリオ」を描いています。本セミナーを通じて、皆様に“DX”の重要性をご認
識頂き、明日からの取り組みに変化を起こして頂けるようご案内いたします。

経済産業省におけるDX推進施策について

経済産業省
商務情報政策局情報技術利用促進課

課長補佐
藤原 拓 氏

会場 A

基 調 講 演

※タイトル、講演内容など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください

会場 B

S-01

Teamsは単なるチャットツールで
はなく、社内のコラボレーション
を活性化させるコミュニケーショ
ンツールとして日々アップデート
しています。そのため、Teamsを最大限に活用するため

には社員同士の良好な人間関係が重要です。そこで本
セミナーでは、社内にTeams（クラウドツール）を定着

させるための導入メソッドを弊社の実践事例と合わせ
て紹介します。

Teamsの利用が定着する導入ステップと実践
事例

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ
WIS事業部

鈴木 誉人 氏

10：15～11：15 受付開始 10：00 S-02

中堅・中小企業の情報システム
部門が抱える課題をAWSの導入

によってどのように解決されたか、クラウド導入に際
してどのようにしてブロッカーを排除していったのか
等、具体的なお客様の導入事例をもとに、多種多様な
業種のお客様がどのようにクラウドを活用いただいて
いるのか、また、AWSクラウドによってお客様のビジ

ネスにどのような効果がもたらされるのかをご紹介し
ます。

教えて！中堅・中小企業の事例に学ぶ
AWS活用サクセスストーリー 2020

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
テリトリー本部 中部営業部 部長

山田 俊則 氏

10：30～11：30 受付開始 10：15

S-03

S-04 15：30～16：30 受付開始 15：15 S-05

電子帳簿保存法は、2015年、2016年と規制緩和が進み

ましたが、入力期限の問題など課題事項も多く、二の足
を踏んでいる企業も多く見受けられました。しかし、
2019年のさらなる規制緩和により、スキャナ保存による

電子化の実現が大いに進めやすくなりました。本セミ
ナーでは法律の概要や規制緩和ポイントについて詳しく
解説します。

領収書の電子化と経理業務の対応方法を専門
家が教えます！～使いやすくなった電子帳簿保存法～

アクタス税理士法人
代表社員 税理士

加藤 幸人 氏
株式会社オービックビジネスコンサルタント

16：00～17：00 受付開始 15：45

文書に纏わる働き方改革においての阻害要因として
・会社においてある紙を見るためだけに会社に戻る
・紙に捺印してもらうことがあるので会社に戻る
・無駄な紙が印刷されるのかどうかわからない
が挙げられます。

その最大の要因は「電子化されたファイルが、紙のよう
に扱えないから」が多くを占めています。累計620万本
の販売実績を誇るDocuWorksによる働き方改革例をご紹
介します。

働き方改革をテーマにしたDocuWorksについて

富士ゼロックス株式会社
中央営業事業部 大手営業推進部

大田 英司



テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

13：00～14：30 受付開始 12：45

2月6日（木）セミナープログラムガイド

富士フイルムはデジタル化の潮流をとらえ、写真フィルム製造で培った
要素技術を洗い出し、新たな成長戦略のもと写真、医療、印刷事業に
おけるデジタル化にいち早く取り組み、事業構造を変革してきました。
現在、自ら変化を作り出す企業として、AI時代の企業変革を加速する
当社の製品・サービスDXと業務DXの取組をご紹介します。

富士フイルムにおける“デジタルトランスフォーメーション（DX）”

富士フイルムホールディングス株式会社
チーフデジタルオフィサー

杉本 征剛 氏

会場 A

基 調 講 演

※タイトル、講演内容など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください

会場 B

S-06 10：15～11：15 受付開始 10：00 S-07

サイボウズ「kintone」は紙や
メール、Excelで管理している
情報を簡単操作でWebデータベース化し、クラウド上で
共有できます。そのkintoneの特長と活用方法をご紹介
します。

後半は実際にkintoneでSFAシステムを構築・活用中の

サクラホールディングス様より、システム導入の狙いと
社内の反応及びその効果について、ご紹介頂きます。

サイボウズ「kintone」の特長と活用方法及び
ユーザーが語るSFAとしての活用事例のご紹介

富士ゼロックス愛知株式会社
オフィスソリューション営業部

渡邉 収

10：30～11：30 受付開始 10：15

S-08

S-09

昨今RPA導入企業が急速に増え、
至るところで議論が活発化し、
市場を賑わせています。
RPAをうまく活用できていない例も出てきている中、
「BizRobo!ユーザーは現場での圧倒的なスケールが進ん
でいます！」
BizRobo!のスケーラビリティとケーバビリティの先にあ
る「NEXT RPAの世界とは？」BizRobo!2.0の世界観につい
て是非共感ください。

大衆型RPAの本質と構造～現場でロボが増殖で
きる成功ケースを紐解く～

RPAテクノロジーズ株式会社
名古屋オフィス 中部エリア事業統括責任者

能川 昌久 氏

15：30～16：30 受付開始 15：15 S-10

働き方改革のリーディングカンパニーとし
ても知られるサイボウズ社。かつては離職
率が高く、人が定着しないことが大きな
課題でした。その危機的状況を乗り越える
ために注目したのは「チームワーク」。

その活動は、充実した育児・介護休暇制度や在宅勤務、
副業の許可、子連れ出勤制度など、ライフステージに合
わせた働き方をバックアップする制度を充実させる原動
力にもなっています。そんなサイボウズの「多様性」
いっぱいの活動をご紹介頂きます。

ダイバーシティはチームワークで実現する！
サイボウズ流チームワークのご紹介

サイボウズ 株式会社
チームワーク総研 シニアコンサルタント

なかむら アサミ 氏

16：00～17：00 受付開始 15：45

株式会社サクラホールディングス
製造部 執行役員 部長

松井 敦哉 氏

プロフィール
2019年11月現在
チーフデジタルオフィサー
経営企画本部ICT戦略推進室長
インフォマティクス研究所長
富士フイルムホールディングス（株）
AI画像技術研究所長

Teamsは単なるチャットツールで
はなく、社内のコラボレーション
を活性化させるコミュニケーショ
ンツールとして日々アップデート
しています。そのため、Teamsを最大限に活用するため

には社員同士の良好な人間関係が重要です。そこで本
セミナーでは、社内にTeams（クラウドツール）を定着

させるための導入メソッドを弊社の実践事例と合わせ
て紹介します。

Teamsの利用が定着する導入ステップと実践
事例

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ
WIS事業部

鈴木 誉人 氏



テーマ、講師など一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

出展ブースのご案内（2月6日のみ） 10：00～17：30
※ブース内容は一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください

オフィスワークを効率化する簡単ワークフロー 株式会社コラボスタイル

コラボフローは今お使いのExcel帳票をそのままwebフォーム化。直観的な操作

で誰でも簡単にワークフローが作れる・直せるため、使い手を選ばず活用頂け

ます。kintoneなどの他システムとの連携も簡単に行うことができます。

K-01

kintoneの手軽さはそのままに。脱Excelを可能にする3つの高機能プラグイン。

kintoneの一覧を Excel のような使い心地にする krewSheet。アプリ間の集計が

自由自在な krewData。多彩なチャートとピボットテーブルでデータを可視化する krewDashboard

で脱Excelを目指すkintoneユーザーを強力に支援します

kintoneで脱Excelを実現するプラグイン “krew” グレープシティ株式会社
B-02K-02

kintoneって気になるけど、何ができるかわからないというそこのあなた。

お客様にお渡しする「帳票出力」見込客への「メルマガ配信」問合せ受付の

「webフォーム」外部への安全な「情報公開」など、幅広い使い方をご紹介します。契約数2900突破。

kintone導入済みの会社の5社に1社が利用中！定番のトヨクモ連携サービスを一挙ご紹介します。

トヨクモの連携サービスでkintoneをもっと便利に！ トヨクモ株式会社
B-03K-03

「基幹システムとの連携」、「Excelからレコード化」、「通知のカスタマイ

ズ」、「BIツール連携」など、SIを行っているうえで要望の多かった機能を

サービス化しました。その他、多種多様なプラグインも揃っていますので是非お立ち寄りください。

kintoneの苦手な機能を新サービスで実現！ M-SOLUTIONS株式会社
B-05K-05

プログラムを書かずに簡単カスタマイズ アールスリーインスティテュート

Kintoneアプリをカスタマイズする時、JavaScriptによるプログラミングが必要

になります。gusukuCustomineを使うと、やりたくても出来なかった細かい

カスタマイズを、プログラムを書かずに実現することができます！

K-06

kintoneアプリからPCAクラウドの各種マスタ・伝票データは簡単に連携できる！
ピー・シー・エー株式会社

キントーンの有益な業務情報を二重入力することなくPCAクラウドのマスタ・

伝票データに自動登録できるプラグインをリリースします。このプラグイン

によりお客様のキントーンにあるデータと基幹業務システムが連携でき、さらにキントーンを

ハブに様々なクラウドサービス連携ができるためエコシステムを構築することができます。

×

K-07

kintoneをもっと便利に活用できるオリジナルプラグインや現場の業務改善を実現する

チャットボット作成サービス「Joboco」をご紹介します。kintone専業Sierとしての豊富

な実績とノウハウを元に作ったサービスを是非お試し下さい。

kintoneをもっと便利に使いたい。月3,000円で使えるkintoneオリジナルプラグイン！
株式会社ジョイゾーB-04K-04



Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

Solution Mall 2020 NewYear

日 時：2020年2月6日（木）

展示ブース：10:00～17:30

セミナー ：10:15～17:00

会 場：名古屋市中区栄一丁目12番17号

富士フイルム名古屋ビル 2F・3F

Document HubSquareNagoya

主 催：富士ゼロックス愛知株式会社

共 催：富士ゼロックス株式会社

富士ゼロックス愛知東株式会社

富士ゼロックス岐阜株式会社

富士ゼロックス三重株式会社

参加無料／事前登録制ご招待

お客様各位

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げます。

サイボウズ社では「100人いたら100通りの働き方があってよい」という考えのもと、多種多様な働き方

が実現できるような環境作りがなされています。

かつては人材の採用・定着に悩んでいましたが、「チームワークあふれる社会を創る」という理念のも

と、働き方改革を推進することで離職率を28％から5％未満に低減し、今では提供する製品・サービス

だけでなく、ワークスタイル関連においても高い評価を得ています。

今回、そのサイボウズ社が提供するサービスのうち、「あらゆる業種の、あらゆる人の、あらゆる仕

事」に合わせて、活用できる“ kintone”を中心に、その利便性を飛躍的に上げる連携プラグインを一

堂に会してご紹介いたします。

ご多用の折とは存じますが、何卒ご来場賜りたくご案内申し上げます。

敬具

富士ゼロックス愛知 フェア

下記フェアお申込みコード及び営業No.をご確認の上、WEBよりお申し込み下さい。
ご不明な点は営業担当もしくはフェア事務局までお問い合わせ下さい。

マーケティングサポート部 営業推進課 フェア事務局：新田・木村・平下
電話：052-684-5163
mail to： acx-fxaevent@acx.fujixerox.co.jp
受付時間：平日10:00～12:00 / 13:00～17:00

お申し込みコード： 営業No.：

お申込みURL

https://www.fujixerox.co.jp/acx/event/ sm2020NEWYEAR/

お申込み方法

お問い合わせ

至 丸の内

至 名駅 至 栄錦通伏見

三蔵通

錦通

広小路通

若宮大通

至 大須観音

若宮北

三蔵

広小路伏見

地
下
鉄
⑥
出
口

■

●
消防局 中消防署

伏
見
通

日土地
名古屋ビル

白川公園

観光ホテル

電気文化
会館

富士フイルム
名古屋ビル

御園座

ファミリーマート ●

Document HubSquareNagoya
富士フイルム名古屋ビル1・2F

Plug in 大集合！

2019年12月26日 13時よりお申込みを開始致します
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