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Value from Innovation
富士フイルムは、生み出しつづけます。

人々の心が躍る革新的な「技術」「製品」「サービス」を。

明日のビジネスや生活の可能性を拡げるチカラになるために。

 

わたしたちは、世界中のお客様の真のニーズを徹底的に追求します。

独自の技術、世界中から集まる人・知恵・技術を

オープンかつスピーディーに融合し、

柔軟な発想でイノベーションを起こしていきます。

―　富士フイルムグループ　企業理念　―

わたしたちは、先進・独自の技術をもって、

最高品質の商品やサービスを提供する事により、

社会の文化・科学・技術・産業の発展、健康増進、環境保持に貢献し、

人々の生活の質のさらなる向上に寄与します。

富士フイルムビジネスイノベーション　事業理念

「ビジネス」に、革新を。
社名が使命。変化に先駆けビジネスに革新を起こし続ける

●卓越した商品とサービスで世界のお客様の成長に貢献します

●すべての働く環境における業務プロセスの改革を支援します

●組織の力を最大化する情報や知識の活用環境を構築します
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私たちは、2021年4月「富士フイルムビジネスイノベーションジャパン」として、新たな一歩を踏み出しました。国内での
営業活動や保守活動で長年培ってきたお客様とのつながりを礎とし、全社員の知見やノウハウを結集した販売会社です。
いま社会や企業を取り巻く環境は大きく変化し、ビジネス環境は新たな局面に入りました。お客様のニーズが多様化する
中で、「お客様のビジネスに革新をもたらすお手伝いをしたい」、そんな想いを新社名には込めています。

私たちは創業以来、カラー化やデジタル化など時代の変化に素早く対応し、人を中心としたコミュニケーションを進化させ
続けてきました。これまでのドキュメントソリューションの事業領域を拡げ、時代に即したお客様のデジタルトランスフォー
メーション（DX）を後押しする新たな価値提供を加速し、社会全体の課題解決に貢献していきます。また、お客様を知り抜く
ことで潜在的なニーズをとらえて、革新的な技術と創造性を活かしてお客様に感動を与える価値を届けていきます。

私たちが目指すのは、お客様とビジョンを共有し、お客様が課題と感じていること、本当に必要としていることに対して
一緒に解決をしていく、お客様にとって絶対的に不可欠な存在になることです。また地域との結びつきを大切にし、地域
経済の発展とともに成長してまいります。

これまで以上にお客様に寄り添い、スピード感を持って価値提供し、「お客様を成功に導く懸け橋」になることが私たちの
使命です。お客様のビジネスに革新をもたらす存在として挑戦し続けてまいります。

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
取締役社長
阪本 雅司

トップメッセージ
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沿革
1962年の創業以来、「人を中心としたコミュニケーション」に   主眼を置き、新しい働き方を社会に提案し続けています

商
品･

サ
ー
ビ
ス

国
内
販
売
体
制

常にお客様のビジネス環境の変化に応え

1962

業界初の
普通紙複写機

914

ʼ80年 6販売会社設立
(北海道／群馬／新潟／兵庫／四国／福岡)

ʼ05年 
販売会社100%子会社化

ʼ90年 2販売会社設立
(岩手／奈良)

ʼ81年 15販売会社設立
(宮城／福島／神奈川／東京／多摩／
  千葉／北陸／長野／静岡／愛知／愛知東／
  大阪／岡山／ 北九州／熊本)

ʼ07年 eコーマス子会社
設立

ʼ99年 1販売会社設立
(山口)

ʼ79年 3販売会社設立
(埼玉／京都／広島)

ʼ88年 6販売会社設立
(茨城／栃木／岐阜／三重／長崎／鹿児島)

ʼ04年 1販売会社設立
(山梨)

1982

情報ネットワークシステム
J-Star

FAX+複写機の
デジタル複合機

Able3010

1989

ネットワーク型
新Ableシリーズ

オフィスのカラー化
DocuColor1250

本格的なデジタル
フルカラー複写機
Acolor 635/630

1992 1997 1999

Web統合情報
管理システム

ArcSuite

コンビニで
いつでもプリント
ネットプリント1989

統合図面
管理システム
EDMICS

お客様を深く知り、責任を持って

地域経済に根差した

ドキュメント
アウトソーシング

サービス
Global Services

2007

業務システム連携
ApeosPortシリーズ

2004

1962
創業

1979
販売会社設立

2005
34販売会社体制

文書管理ソフトウェア
DocuWorks

販売開始

1998
安心・安全な

ネットワーク環境
beat

2002

デジタル・カラー・ネットワーク化モノクロ

※P.4およびP.5に掲載されているサービス、商品名等は各社の登録商標または商標です。
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ソリューション・サービス

コミュニケーション変革を牽引

1962年の創業以来、「人を中心としたコミュニケーション」に   主眼を置き、新しい働き方を社会に提案し続けています

2021～

統轄販売会社体制
（ʼ12年⇒ʼ18年）

ʼ12年 3販売会社再編
（山梨／奈良／北九州）

課題解決提案を行うアカウント営業体制

地域密着の営業･保守活動

オフィス用品販売サイト
E-QIX

2008

クラウドサービス
Working Folder

2011

富
士
フ
イ
ル
ム
ビ
ジ
ネ
ス
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ジ
ャ
パ
ン

お
客
様
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
革
新
を
も
た
ら
す

2012
31販売会社体制

電子サイン

法人向け
ネットプリントサービス

for business
Afterpay

2016

各社クラウド連携を一元化
Cloud Service Hub

2016

全
国
の
知
見
を
結
集

個室型ワークスペース
CocoDesk

DocuWorks
770万ライセンス突破

ドキュメント入出力管理
ApeosWare

Management Suite

2009

名刺管理サービス
SkyDesk
Cards R

2012

クラウド型文書管理
ソリューション

Smart Workstream
AI活用による

帳票処理業務自動化
Smart Data Entry

2018

2020
米国のセキュリティ基準
NIST SP800-171への
準拠性で、日本で初めて
最高評価を取得

ITアウトソーシング
サービス
IT Expert Service

クラウドを活用した
出力サービス

Cloud 
On-Demand Print

2015

Smart Work Gateway
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お客様を成功に導く懸け橋となる存在へ

Bridge for Innovation

Digital Transformation

オフィス環境改善のパートナー

全社課題
解決

業務
効率化

セキュリティー
強化

基盤整備

●「オフィスあんしんオンラインオフィススイート（マイクロソフト Office 365）」 
●名刺管理サービス「SkyDesk Cards R」
●契約プロセス効率化「電子サインソリューション」

コミュニケーション
品質改善

●業務改善プラットフォーム「kintone」
●定番帳票まるごとデータ化「即効自動化ソリューション」
●帳票のAI-OCR処理「クラウド連携アプリケーション for DX Suite」
●基幹業務ソフトウェア

業務のデジタル化／
自動化

●快適性と静性を追求したワークスペース「CocoDesk」
●会議の質を向上する次世代型ミーティングボード
　「MAXHUB」&「DocuWorks」

コロナ禍の安全安心な
オフィス環境の提供

●ビジネスの流れを変える複合機「Apeos」
●ドキュメントの有効活用「DocuWorks」
●セキュア / 大容量クラウドストレージ
　「Working Folder」

紙の電子化から始める
業務改善のご提案

＋

※P.6およびP.7に掲載されているサービス、商品名等は各社の登録商標または商標です。
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Security

お客様のビジョンを共有するパートナー

オフィス向け複合機を活用した紙の
電子化を起点とし、お客様の業務課
題を解決する様々なソリューション
を提供。オフィスでもリモートワーク
でも、業務の効率を上げ、お客様の
ビジネスを支援します。

効率的で生産性の高い
働き方を支援

不正アクセスや情報漏えいの対策、
さらには重要データのバックアップ
など、日々の安全を支えるためには
多大な労力とコストを必要とし、企業
にとって大きな負担になりかねませ
ん。お客様に最適なセキュリティー対
策を、最新のICT技術と綿密なサポ
ートで提供します。

常に万全な
セキュリティー対策を提供

「企業成長にITを活用できていな
い」、「IT人材の不足」という中小企業
の課題に対し、高い専門性を持つエ
キスパートが戦略立案から運用管理
まで支援します。
また、ICT機器に関するお困りごとも
ワンストップでお応えし、企業成長に
向けたIT活用促進に貢献します。

中小企業のIT戦略立案から
運用・管理まで支援

● 米国セキュリティー基準
　「NIST SP800-171」へ準拠した複合機・プリンター
●強固なセキュリティー対策「beat」
● ウイルス対策「オフィスあんしんセキュリティーサービスMA/AG」
●「クラウド運用サービス for Amazon Web Services」

オフィス
セキュリティーの
強化

●IT戦略立案・運用の支援「IT Expert Service」
●ICT機器まわりのお困りごと解決「ITあんしんサービスパック」IT環境の支援

お客様の
ビジネスを
革新する

パートナー
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私たちのミッション

お客様がお使いの複合機やプリンターの
メンテナンス・故障対応を担当。複合機が原
因でお客様の業務を停滞させないよう緊張
感を持って仕事に取り組んでいます。入社当
初は文系出身の自分にCEが務まるか不安で
したが、手厚い研修や「ブラザー制度」によ
る先輩からの指導のおかげで、必要な知識

とノウハウが身につきました。今ではトラブ
ルの症状から原因を推測して対処できるま
でになりました。
私がCEになったのは、人と接することが

できる仕事だからです。実際、日々の業務で
は、お客様とのコミュニケーションを通じて
良好な関係を作る大切さを感じます。故障
対応時でも、お客様との信頼関係があると
円滑に対応できます。今後さらに技術を磨
き、お客様から頼られるオンリーワンのCEに
なることが目標です。

コミュニケーションを通じて
信頼を高めたい

小林 雅

▶︎ソリューション営業

▶︎カストマーエンジニア（CE）

お客様が本当にお困りのことは何か、より良い解決方法は何かー   
お客様が真に必要としている「価値」を考え抜き、最適解をお届けするのが私たちの仕事です。

お客様の課題を解決し、
事業の発展に貢献

お客様が抱える経営や業務上の課題を洗
い出し、複合機やプリンターにとどまらない
多様な商材やノウハウを駆使して課題解決
に導く提案活動に携わっています。担当顧客
は広告代理店、印刷会社、新聞社。いずれも
日本を代表する企業であり、その発展に貢献
する仕事はダイナミックでやりがいがありま

す。新聞社の事業構造転換を見据え、営業改
革に貢献したことも。その実績が評価され、
営業改革以外にも商談が広がっています。
私は世の中のコミュニケーションの発展

に貢献できると考え活動しています。多くの
関係者と柔軟に連携し、さまざまな選択肢
を組み合わせてお客様の期待に応えること
がその近道になると確信しています。将来
は経営企画や事業開発にも挑戦し、お客様
に一層大きな価値を届けられる存在になり
たいです。中村 裕一 

複合機をはじめ、パソコンやサーバーの
導入やネットワークなどのインフラ整備、ク
ラウドサービスを活用した業務改善など、お
客様が働きやすい環境を構築する業務に携
わっています。自社商品だけでなく他社商
品も組み合わせて最適な提案をするために
は、幅広い知識はもちろん、多くの関係者と

交渉する力が必要になります。苦労もありま
すが、お客様にご満足いただいたときには
大きな達成感があります。
私は営業職として、業種・業態を問わず、
経営者からIT担当者までいろいろな立場の
かたにお会いします。お客様との出会いを通
じて自分の成長を実感できることがこの仕
事の魅力です。お客様の課題が多様化する
中、最新の商品知識を蓄えて「小熊に任せれ
ば安心」と言われるような営業を目指してい
きます。

各種商材を組み合わせ
働きやすい環境を提案

小熊 恵梨夏

お客様の経営・業務課題に合致したシス
テム導入を促進するコンサルティング活動
に携わっています。最近は働き方改革やデ
ジタルトランスフォーメーションなど、複雑
で高度な案件が増えています。お客様のご
要望を正確につかみ、プロジェクトメンバー
と一緒に試行錯誤して解決策を導いていま

す。システムを無事導入し、「お願いして良
かった」と言っていただけると本当にうれし
いですね。
駆け出しのころ、お客様に「うちのシステ

ムではご要望を実現できません」とお答えし
たところ、「それをどうにかするのがSEでは」
とお叱りを受け、お客様の「お困りごと」を解
決に導くことが真の役割であると気づかさ
れました。これからもチームで案件に向き合
い、お客様の期待に応えられるSEを追求し
たいです。

「お困りごと」の解決こそ
SEの真の役割

森本 剛徳

▶︎システムエンジニア（SE）
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スポーツ支援「全国高校サッカー選手権大会」

当社は1970年から、高校サッカー選手権大会を協賛・支援
しています。本大会は、高校サッカー選手にとって憧れの舞
台であると同時に、日本代表やＪリーガーなど優秀な選手を
数多く輩出してきた大会として、幅広い層から高い関心が寄
せられています。 
この大会を目指し
て日々練習に励む、
次世代を担う高校
生を応援すること
により、青少年の健
全な育成に貢献し
ていきます。

伝統文書複製とデジタル文化財活用

伝統文書の原本を維持したまま、高
度な複写技術を用いて複製・復元
を行う活動を2008年から続けて
います。原本に代わり公開展示や
研究・教材などに活用できる機会を
創出することで、文化の継承に貢献
します。

社会課題解決への取り組み
富士フイルムグループでは、「Sustainable Value Plan（サステナブル・バリュー・プラン）2030（SVP2030）」を掲げ、 「環境」
「健康」「生活」「働き方」「サプライチェーン」「ガバナンス」の6分野で重点課題を設定しています。事業活動を通じて社会課題の
解決に取り組み、サステナブル社会の実現に貢献することを目指しています。

壱岐なみらい創りプロジェクト

総務省のふるさとテレワーク事業
と連動したテレワーク普及活動に
より長崎県壱岐市に施設を整備。
2018年に内閣府の「SDGs未来
都市」に認定され、離島や僻地、過
疎などの地域課題に対して、長年
培ったICTとコミュニケーション技
術によって解決を図っています。

SVP2030の「働き方」領域においてSDGsの17項目すべてに関わり
ながら、特にゴール8「働きがいも経済成長も」に取り組んでいます。

SVP2030

働き方
気候変動の抑制、限りある資源の有効活用、生物多様性の保
全などの世界の抱える環境課題の解決を目指して、「自社の
事業プロセスにおける環境負荷の低減」、「お客様の環境負
荷を低減する商品・サービ スの提供」の両面で貢献します。

◆気候変動への対応　
◆資源循環の促進　
◆持続可能な用紙調達　
◆商品・化学物質の安全確保

環境経営

社会貢献

FUJIFILM
Sustainable Value Plan 2030

サステナブル社会の実現

Value from Innovation

事 業 領 域

ドキュメント
ソリューション

ヘルスケア＆
マテリアルズ
ソリューション

イメージング
ソリューション

企 業 規 範
企業理念・ビジョン・行動規範

生活

環境

健康

働き方

サプライチェーン

ガバナンス

写真提供：日本テレビ放送網株式会社

写真提供：壱岐市提供

複製『参詣曼荼羅』成相寺所蔵

9



会社概要

名 称
本 社
電 話
取 締 役 社 長
創 立
資 本 金
社 員 数
事 業 所

： 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
： 〒135-0061　東京都江東区豊洲2丁目2番1号
： （03）6630-8000（代表）
： 阪本 雅司
： 2021年4月1日
： 5億円
： 10,194 名（2021年5月）
： 本社 東京

  主要支社・営業所
  札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、
　神戸、広島、福岡、沖縄ほか全国主要都市 約300カ所

センターオフィス

取 締 役 社 長
取 締 役
監　　 査　　 役

： 阪本 雅司
： 真茅 久則
： 佐野 茂

社 　 　 　 　 長
専 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
執　 行　 役 員

： 阪本 雅司
： 浜 　直樹 
： 金川 明人　 旗生 泰一 　西村 義人
： 菊池 史朗　 楠 智靖

取締役・監査役  
2021 年 4 月 1 日現在

執行役員
2021 年 4 月 1 日現在

東京・豊洲の「豊洲ベイサイドクロスタワー」に構える本社は、営業部隊の
“センターオフィス”。ここでは、最新の情報を集めて発信し、全国の営業
メンバーがいつでもコミュニケーションできる環境を構築しています。
新しい働き方を実践し、その働き方自体をお客様にご覧いただける場に
していきます。

それぞれが働きやすい場所を選べるフリーアドレスの
オフィス。大型ディスプレイを備えたプレゼンスペースもお客様に多様な商材や技術を体感いただくショウルーム「Bridge for Innovation」
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＜ 中国・四国地域 ＞
広島支社
岡山支社
山口支社
四国支社
山陰営業所
愛媛営業所

＜ 九州・沖縄地域 ＞
福岡支社
長崎支社
熊本支社
鹿児島支社
佐賀営業所
大分営業所
宮崎営業所
沖縄営業所

＜ 北海道・東北地域 ＞
北海道支社
岩手支社
宮城支社
福島支社
青森営業所
秋田営業所
山形営業所

＜ 関東地域 ＞
茨城支社
栃木支社
群馬支社
埼玉支社
千葉支社
神奈川支社
東京第一支社
東京第二支社
東京第三支社
東京NB支社
公共文教支社
サービス支社
山梨営業所

＜ 中部地域 ＞
北陸支社
新潟支社
長野支社
岐阜支社
静岡支社
愛知支社
三重支社
福井営業所

＜ 近畿地域 ＞
京都支社
大阪支社
兵庫支社
和歌山営業所

拠点一覧

国内販売拠点 

― 海外販売拠点 ―
＜ 販売拠点 ＞
FUJIFILM Business Innovation Australia Pty Ltd ･･･････････････････････････････････オーストラリア
FUJIFILM Data Management Solutions Pty Ltd ･･･････････････････････････････････オーストラリア
FUJIFILM CSG Limited ･･････････････････････････････････････････････････････････オーストラリア
FUJIFILM Upstream Solutions Pty Ltd ････････････････････････････････････････････オーストラリア
FUJIFILM CodeBlue Australia Pty Ltd ････････････････････････････････････････････オーストラリア
Branch of Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd.* ････････････････････････････････････････カンボジア
FUJIFILM Business Innovation (China) Corp. ･･････････････････････････････････････中国
FUJIFILM BI Business Development (Shanghai) Corp. ･････････････････････････････中国
FUJIFILM Business Innovation Hong Kong Limited ････････････････････････････････香港
PT. Astra Graphia, Tbk. （富士フイルムビジネスイノベーション総代理店） ･･･････････････インドネシア
FUJIFILM Business Innovation Korea Co., Ltd ･････････････････････････････････････韓国
FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific Pte. Ltd. (Malaysia Operations) ･････････マレーシア
FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific Pte. Ltd. (Myanmar branch) ･････････････ミャンマー
FUJIFILM Business Innovation New Zealand Limited ･･････････････････････････････ニュージーランド
FUJIFILM CodeBlue Limited ･････････････････････････････････････････････････････ニュージーランド
FUJIFILM Business Innovation Philippines Corp. ･･････････････････････････････････フィリピン
FUJIFILM Business Innovation Asia Pacific Pte. Ltd. ･･･････････････････････････････シンガポール
FUJIFILM Business Innovation Singapore Pte. Ltd. ････････････････････････････････シンガポール
FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd. ･･･････････････････････････････････台湾
FUJIFILM Business Innovation (Thailand) Co., Ltd. ････････････････････････････････タイ
FUJIFILM Business Innovation Vietnam Co., Ltd. ･･････････････････････････････････ベトナム

* 富士フイルムブランドでの新社名で登記申請予定

富士フイルムビジネスイノベーション主要拠点

― 主要拠点 ―
［本　　　　　　社］ 東京
［研 　 究 　 所］ 横浜（神奈川県）
［開発・製造事業所］ 横浜、海老名、竹松（神奈川）、鈴鹿（三重県）、滑川（富山県）
 上海、深圳、蘇州（中国）、ハイフォン（ベトナム）など
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