株式会社 内田洋行
『UCHIDA Solution Seminar 2011』事務局行

<ご案内状>

FAX:011-214-8537

FAX:011-214-8537

〒060-0041
札幌市中央区大通東3-1
TEL011-214-8613

『 UCHIDA Solution Seminar 2011』

お申し込み用紙

◆ セミナーへのお申し込みは、必要事項をご記入の上、
ＦＡＸにてお申し込み頂きますようお願い申し上げます。
◆ セミナーへのお申し込みは先着順です、定員となり次第締め切らせて頂く
場合があります、予めご了承下さい。
担当営業者

貴社名

お電話番号

UCHIDA Solution Seminar 2011
IN SAPPORO

榎本 高男

ＦＡＸ番号

ユビキタス協創広場U-calaリニューアル記念セミナー

ご住所
ご芳名

2011.02.03.THU 10:00〜17:00
2011.02.04.FRI 10:00〜17:00

ご所属

ご役職

Ｅｍａｉｌ

参加ご希望者様

※下記 《個人情報取扱い》に同意し本セミナーへの参加を申し込まれる際は、ご参加頂けるセミナーNo.に○を付けて下さい

No.
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6

日時

セミナー内容

□ 2月3日（60分）
10:00-11:00

『新しい働き方を支えるユビキタス・プレイスへの挑戦』

□ 2月3日（60分）
13:00-14:00

『心に響く情報メディア デジタルサイネージ』

□ 2月3日（60分）
16:00-17:00

『内田洋行におけるエコオフィス化の実践事例ご紹介』

□ 2月4日（60分）
10:00-11:00

『内田洋行が考えるクラウド時代のコラボレーション』

□ 2月4日（60分）
13:00-14:00

『不正PC検知・遮断アプライアンス iNetSecサービス』

□ 2月4日（60分）
16:00-17:00

『ICT環境とデザインの融合によるユビキタスプレイス

株式会社内田洋行 執行役員 知的生産性研究所 所長

株式会社内田洋行 オフィス事業本部 企画部 特別販売1課

株式会社内田洋行 次世代ソリューション開発センター長

株式会社内田洋行 スペシャルプロジェクト 担当エグゼクティブ

株式会社ＰＦＵ アライアンスソフトウェア事業部パートナービジネス部

ごあいさつ
この度、ICTと空間デザイン、情報デザイン、運用デザインを融合し、様々な“ 場”の価値を最大化する
ユビキタス協創広場 U-calaをリニューアルしました。
皆様にUBIQUITOUS PLACE®をより一層具現化し、ご体感いただける空間をご案内申し上げます。
リニューアル記念セミナーを開催致しますので、奮ってご来場いただきますようお願い申し上げます。

平山 信彦

関根 洋一

村

浩二

堀田 一芙

平松 幸司 氏

パワープレイス株式会社 取締役 濱村 道治 氏

■会場
株式会社内田洋行北海道支店 1F
ユビキタス協創広場 U-cala
札幌市中央区大通東3丁目-1
地下鉄東西線バスセンター前駅 5番出口徒歩1分
※『ユビキタス協創広場 U-cala は、㈱内田洋行北海道支
店1Fのコンセプトショールームです。ユビキタスを背景にし
たコラボレーションを支えるこれからの情報空間を実践いた
しました。

お問い合わせ先
株式会社内田洋行 北海道営業部 営業推進係 本間 教仁

Tel：011-214-8613 / Fax：011-214-8537 / Mail：n.honma@uchida.co.jp
株式会社内田洋行 (以下､当社といいます)は､財団法人日本情報処理開発協会(ＪＩＰＤＥＣ)より『プライバシーマーク』付与の認定を受けています。以下の項目をご確認下さいますようお願い
申しあげます。
■当社は、収集しましたお客様の情報を、当社およびグループ会社が取り扱う新商品・サービス等に関するお知らせ、商品企画・開発、マーケティング活動のために利用いたします。
■取得したお客様の個人情報は、委託を行う場合があります。但し、この委託先は当社の「外部委託先選定基準」に適った会社で、契約によって当社と同等の責任を負っていただいております。
■フェアにご参加をご希望され、当該申込書にご記入される事は、お客様の任意です。
■当社が保有する､個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ､ご相談につきましては、こちらの連絡先にお願いいたします。
【e-mail ：privacy@uchida.co.jp】

ユビキタス・プレイス® で創造性・生産性の革新へ
ＩＣＴと空間デザイン・情報デザイン・運用デザインを融合

空間と情報の融合、
空間と情報の融合、情報とコンテンツの融合
そして、「リレーションデザイン」へ
「人」を取り巻く「空間」「家具」「ICT」「ミドルウェア」「コンテ
ンツ」が相互に関係し合いながら、「場」は形成されます。
人はあらゆる情報を重ね、コミュニケーションを行います。
協創広場U-calaは、この関係性（リレーション）やそれらの
間にある繋がり（インターフェイス）を考え、変化に満ちた場
（情報化空間）を豊かで魅力的なデザインを通して実現し
てます。

セミナーのご案内
2011年
2011年2月3日木曜日
キーノート・プレゼンテーション

10:00 ー 11:00 （６０分） 「新しい働き方を支えるユビキタス・プレイス®への挑戦」
講師 ： 株式会社内田洋行 執行役員
知的生産性研究所 所長

１

展示のご案内

千葉大学工学部工業意匠学科卒業。内田洋行環境デザインセンター、Interior
A rchitects(米･LA ）等を経て現職。2008年より千葉大学大学院工学研究科非
常勤講師を兼務（デザインインタラクティブ論）

13:00 ー 14:00 （６０分） 「心に響く情報メディア
各種セミナー講演とユーストリームを連動させて、道内を飛び出し全国に
発信させます。ライフキャスティングやライブビデオストリーミングなどのプ
ラットフォームを提供する様々なチャンネルネットワークで構成され、動画
視聴者からのチャット返信や投票・反応などをリアルタイムに表示します。

２

信彦

創業１００年を迎え、ユビキタス社会の実現に向け更なる挑戦を続ける内田洋行。
変化する社会環境の中で、IC T （情報通信技術）とデザインを駆使して、ダイナミックで
俊敏なワークスタイルを支援する「場」の在り方についてご提案致します。
PRO FILE

<Ustream Studio>

平山

講師 ： 株式会社内田洋行 オフィス事業本部 企画部

デジタルサイネージ」

特別販売1課

関根

洋一

不況下にありながら年１１０％の成長率、８００億円の市場規模があるというデジタルサイネージ市場
納入事例での利用シーン、映像や音声、タッチパネルシステムのデモンストレーションを中心にご紹介いたします。

16:00 ー 17:00 （６０分） 「内田洋行におけるエコオフィス化の実践事例ご紹介」

<LED Lab>

３
LED照明「ユビックライト®」を展示し、直管型照明・スポットライトなど、さま
ざまなデザインをLEDで表現します。消費電力を抑え、ECOを実現・CO2
排出量も軽減できます。さらに、BEMSと連動した人感センサーを用いたき
め細かな調光調色制御システムなど、お客様の要望に合わせたLEDの提
供を実現させています。

＜Infill ファニチュア＞
建築躯体に制限されないで、思い通りのオフィス空間設計。
アルミフレームによる建物から独立した空間に、パネルやLED照明、ICTデ
バイスを自由に取り付け、フレームを通して電源やLANをスムーズに配線
しながら、自由自在にレイアウトできるオフィスを実現させています。

講師 ： 株式会社内田洋行 次世代ソリューション開発センター長

浩二

今やオフィスはフローからストックの考え方へ。環境配慮や省エネ対策も急務です。オフィスの
サステイナブル化を実現する方法や、小さく導入して大きく発展できる最新鋭の省エネ管理＆制御等々･･･
ＩＣＴを活用してエコオフィス化を目指す内田洋行の様々なソリューションをご紹介します。

2011年
年2月4日金曜日
2011
2011年2月4日金曜日
10:00 ー 11:00 （６０分）
基調
講演

「内田洋行が考えるクラウド時代のコラボレーション」
講師 ： 株式会社内田洋行 スペシャルプロジェクト
担当エグゼクティブ 堀田

４

PRO FILE

慶応義塾大学経済学部卒業。米インディアナ大学大学院経営学部修士課程卒業
日本IB M 常務取締役を務め、PC 販売事業部長、ｿ ﾌ ﾄｳ ｪ ｱ 事業部長などを歴任。
テン･アローズ取締役、富士ソフト代表取締役副社長を経て現在に至る

13:00 ー 14:00 （６０分） 「不正PC 検知・遮断アプライアンス
５

一芙

スマートフォンやタブレット製品、ソーシャルネットワークサービスの台頭など新しい
クラウド環境に対して私たち企業のʻ場ʼはどうこれに向かい合い、変化に対応してい
くべきなのでしょうか？今後進展するクラウド時代のコラボレーションについて当社で
の実験も含めてご説明いたします。

＜AR 拡張現実＞
現実世界の映像にCGなどのバーチャル情報を重ね合わせる表現技術の
AR (Augmented Reality）拡張現実を利用した3Dコミュニケーションや
これから進化していくマルチプレゼンのスタイルをご覧いただけます。

村

講師 ： 株式会社ＰＦＵ

アライアンスソフトウェア事業部パートナービジネス部

iNetSecサービス」
平松

幸司

氏

クライアントPC のセキュリティ統制に必要な検疫ポリシーを豊富に実装。加えてＰＣやプリンター
などＩＴ資産のＴＣＯ削減を実現するサービスをご紹介いたします。

＜The Chair World＞
World＞
16:00 ー 17:00 （６０分） 「IＣＴ環境とﾃ ﾞｻ ﾞｲﾝの融合によるユビキタス・プレイス®」
各展示品について、3DCGシュミレーションやおいてみんふぉを活用して、
紹介します。これにより、単にファニチャーを陳列するだけでなく、モノと情
報を併せて展示していますので、より深く体感していただける新しいリスト
ショールームです。

６

講師 ： パワープレイス株式会社 取締役

濱村

道治

氏

人間が本来持ち得るコミュニケーションをIC T の活用により、豊かでエモーショナルな場とする。
「働く」「集う」「学ぶ」場でのIC T とデザインの融合をご紹介いたします。

※両日共に、11:30〜及び15:00〜 スマートパオブースにおいて「内田洋行のＡＲ技術への取組」の実践ミニセミナーも開催いたします。
リニューアルされた各ブースの展示と合わせて、是非お立ち寄り下さい。

