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コミュニケーション基盤対応製品のご紹介
注目の製品/
ソリューション

メール、スケジュール

情報共有、コラボレーション

Exchange

SharePoint

リアルタイムコミュニケーション

Lync

②社員情報検索
for Office 365

コミュニケーション機能

③サイト管理システム
for SharePoint

利便性向上、運用性向上、他

①
ア
カ
ウ
ン
ト
情
報
連
携
シ
ス
テ
ム

 アカウント情報連携システム
 人事DBと連携して、様々なアカウントやライセンスを自動的に一元管理することで、運用を効率化
 自動連携により、不要なアカウントを確実に無効化できるので、セキュリティリスクを低減
 管理権限の委譲機能により、管理者の負荷を平準化

 社員情報検索 for Office 365 
 部分一致や複数キーワードでのユーザー検索が可能（Outlook等の標準機能では不可）
 Outlook等の標準機能では対象となっていない検索情報も検索対象とすることが可能

 サイト管理システム for SharePoint
 利用目的に応じたテンプレートの提供でサイト利用者の工数削減
 作成済みフロー/テンプレート利用でサイト作成者の工数削減
 サイト自動払い出しによりSharePoint管理者の工数削減

Office365のコミュニケーション機能をより使いやすくするためのシステム/ツールで、運用性・利
便性を向上させることが可能です。

【ここがポイント】
①【アカウント情報連携システム】 コミュニケーション基盤に関わるアカウント等を人事DBと連携させ、簡単かつ確実に管理できます。
②【社員情報検索 for Office 365 】 OutlookやSkype for Businessの検索をより柔軟な検索に拡張します。
③【サイト管理システム】 SharePointのサイト作成と管理を簡易化し工数を削減するツールです。

各製品の特長

コミュニケーション機能と対応する製品の組み合わせ
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 弊社のグロコミ基盤で使用中のアカウント管理ツール群をパッケージ化

→実際に運用して培った経験・ノウハウを集約

 Microsoft ソリューションのアカウント管理に特化

→汎用のID管理製品とは一線を画す、機能・使い勝手・価格を実現

 人事情報の自動連携機能に加え、部門管理者向けの個別メンテ機能(Web画面)により

アカウント管理の負荷を低減します

 Office 365と親和性の良い月額払い（５００ユーザライセンス 26,000円／月～）

■ ライセンス価格：500クライアント／60万円より ■ 導入価格：120万円より（個別見積）

コミュニケーション基盤対応製品のご紹介

アカウント情報連携システム
注目の製品/
ソリューション

※ Web画面更新・権限委譲機能が不要な場合、安価な姉妹製品として、
Account  Agent V5を別途ご用意しております。

アカウント情報連携システムは、オンプレミス・クラウド上のコミュニケーション基盤（Active Directory、
Exchange Server、Lync、Office 365）に関わるアカウントやライセンス情報を人事データベース（DB）と
連携することで、コミュニケーション基盤の運用を効率化します。

①人事DBと連携し、手動メンテ・セキュリティリスクを極力排除
②タスクを委譲することにより、業務効率化・負荷の平準化推進

人事DBとコミュニケーション基盤のアカウントを一元化

人事DBとの自動連携機能により、Office365のアカウント管理・ライセンス管理の自動化を実現
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 検索対象とするActive Directory属性をご要望に応じて設定変更できます。

→ Outlook社員情報検索は、検索結果として表示するActive Directory属性の設定変更も可能

 ユーザー/グループ/会議室/備品/連絡先を検索できます。

→ 自社内のユーザーのみ検索、特定地域の会議室のみ検索、などのご要望にもカスタマイズ対応可能

■ ライセンス価格：500コピーライセンス／80万円より ■ 導入価格：90万円より（個別見積）

コミュニケーション基盤対応製品のご紹介

社員情報検索 for Office 365
注目の製品/
ソリューション

柔軟な検索の実現

社員情報検索 for Office 365は、Outlook/Skype for Business (旧:Lync)の検索機能を強化する
独自のクライアントアドインで、富士通グループ131社、17万人のグローバルコミュニケーション基盤への導入経
験を活かしたソリューションです。

①標準の検索機能にはない「部分一致」や「複数ワード」での検索が可能
②ユーザー/グループ/会議室/備品/連絡先の検索が可能

 標準の検索機能にはない「部分一致」や「複数ワード」による検索ができます。

→ 例えば、名前の一部しか判らない社員や所属と姓だけが分かっている社員でも、容易に検索が可能

検索情報・表示項目のカスタマイズ
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コミュニケーション基盤対応製品のご紹介

サイト管理システム for SharePoint
注目の製品/
ソリューション

サイトを作成したいユーザ
 サイト作成には、SharePointの知識が必要

サイトを利用したいユーザ
 サイトごとの利用方法の使い分け、学習が必要

 テンプレートによる利用者の習得軽減

 利用申請ワークフローによりサイト管理者の負担軽減（承認/通知/払出し）

 導入コストダウン※同様機能の個別作り込みと比較

 サイト上のドキュメントの操作記録の収集と整形

 サイトへのアクセス記録の収集と整形

 サイト内のアクセス権の棚卸と修正

 サイト内のドキュメントの棚卸

企業毎の導入カスタマイズ費用

約15百万
(テンプレート2種、ワークフロー作成の概算)

費
用

高

低

導入後 サイト管理システム約3百万～
(パッケージ費用、標準セットアップ)

約1/5に削減

■ ライセンス価格：1WFEサーバ／200万円より ■ 導入価格：120万円より(個別見積)

SharePoint利用における悩みと解決方法

サイト管理システムは、SharePointのサイト作成と管理を簡易化するツールです。SharePointのユーザイン
ターフェース（サイト）を全社共通のテンプレートで作成することにより、利用規約を統一し、運用コストの削減
を実現します。

①サイト利用者のメリット： テンプレート利用によりSharePointの習得軽減
②サイト管理者のメリット： ワークフロー利用により承認/通知/払出しの運用効率化
③SharePoint管理者のメリット： サイトの作成/変更/削除の自動化による負荷軽減

導入による期待効果

SharePointの管理者
 運用コストが膨大

 作成済みフロー/テンプレート利用で工数削減

 利用目的に応じたテンプレートの提供
• ポータル向けサイトテンプレート
• プロジェクト向けサイトテンプレート
• 文書ライブラリ向けサイトテンプレート

 サイト自動払い出しによる運用効率化
• サイト申請受け付けから承認処理
• サイト作成して通知（サイト払い出し）
• 各サイト管理情報の一括管理

SharePoint利用時の悩み サイト管理システムで解決
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「RFIDプラットフォーム」は、RFIDシステムの標準機能をパッケージ化し、クラウドサービスと併せ
て提供することにより、RFIDシステムを低予算・短期間で導入することができます。お客様のアプ
リケーション開発やサーバ構築の負荷（費用、時間、リスク）を低減し、実証実験や試行運用
からのスモールスタートと本格展開へのスムーズな移行を支援します。

RFIDシステム導入についてお困りではりませんか？

注目の製品/
ソリューション

FUJITSU RFID・センサーソリューション

RFIDプラットフォーム

 どの程度活用できるか、まずは手軽に試したい…

 RFID導入に抵抗感や試行錯誤の負荷を感じる。業務で試行運用できる仕組みがある
と良いのだが…

 システム開発に時間と費用がかかる。費用対効果を十分に確認したうえで、本格導入し
たいのだが…

「RFIDプラットフォーム」なら

RFIDシステムを素早く、安価に導入できます！
製品の特長・機能

RFID業務標準アプリ（登録／出荷／棚卸）
＋RFID制御ソフトウェア RFIDデータ管理（クラウド）

ご提供機能

端末システム

センターシステム

開発支援

❶RFID 業務標準アプリ
(登録／入荷／出荷／棚卸)

❷RFID制御ソフトウェア

❹アプリケーション開発キット

アパレル物流で標準的に使われる登録／入荷／出荷／棚卸作業が可
能なアプリケーションを提供。
※RFID 制御ソフトウェア 1 ライセンスを含みます

RFID リーダライタやアンテナ等の基本制御機能をミドルウェアとして提供。
(RFID データ受信、RFID 機器設定、EPCコード変換、FTP送信など)

RFID データを管理するインフラ／データベース／データ照会機能をサービ
スとして提供。

上記①の、業務標準アプリのサンプルソースをそのまま提供。
自由にカスタマイズが可能。

❸RFID データ管理
（クラウド）

端末システムに必要な標準的なアプリケーションを提供。

また、接続機器管理などの機能をミドルウェアとして提供。

個別システムの開発量を軽減

RFIDデータを管理するセンターシステムをクラウドサービス

として提供。

インフラ整備の初期投資を低減

製品の特長
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導入メリット
《システムイメージ》

センターシステムをクラウドサービスとして提供
クラウドサービスでRFIDデータを管理することにより、
どこからでもデータ連携・照会が可能

RFID業務標準アプリの提供
環境構築にかかる初期費用・開発費を低減
※サンプルソースの提供も可能

RFIDデータベース

センターシステム

A支店 B支店データ連携 データ照会

RFIDデータ管理(クラウド)

ハード(端末)
費用

サーバ構築費用
(ハード費用含む)

端末アプリ
開発費用

ハード(端末)
費用

RFIDデータ
管理(クラウド)

端末アプリ
開発費用

※当社事例における費用試算イメージです。

コスト削減

新規システム
構築

RFIDプラット
フォーム利用

入荷シーン
で使用

棚卸シーン
で使用

出荷シーン
で使用

主な利用シーン

スモールスタート上記イメージ構成標準価格
・TFU-RW651A（特小ハンディ） ￥313,000
・FHTUL431S（LANクレードル） ￥42,000
・業務標準アプリ (ハンディ） ￥159,000

合計 ￥514,000（税抜）
※上記価格とは別にタグの費用が必要となります。

クレードル
（LAN）

パソコンor サーバ

LAN

ハンディリーダ

ジャックイン
小型ラベルタグ

ご提供範囲

必要なソフト

LAN経由の場合
・FTPサーバ（IIS）
（無線LANにも対応）
USB経由の場合
・モバイルアプリケー
ション開発キット

・Windows Mobile
デバイスセンター

読取結
果CSV

商品マスタ
CSV

システム環境

ハンディリーダ1台によるスモールスタートのご提案

RFID業務標準アプリ + RFID制御ソフトウェアを使ったスモールスタートのイメージ構成

ハンディリーダの画面イメージ

貼付

貼付

貼付

②ハンディリーダで
一括読込み

読込み
予定

読込み
実績

ハンディリーダで
予定と実績を照合

予定データ
ダウンロード

実績データ
アップロード

①ラベルタグを商品に
貼付ける

＝ご提供範囲

小型ラベルタグ
１巻2,000枚

※タグは取付ける対象物に
より異なります。

※センターシステムの代わりにパソコンを利用
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