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Microsoft 365 利活用支援ワークショップとは

Microsoft 365 の各種サービスについて、利用シーンを想定した製品機能の紹介および計画策定などの支援をワークショップ
形式でご提供いたします。

無償で参加可能 （※）ですので、コスト負担なくサービスの利活用を進めることができます。

※ワークショップの参加には、規定の条件がございます。

ワークショップは２つの分野があり、お客様の課題や要望・利活用状況にあった内容を選択して受講いただくことができます。

モダンワーク

● Teams DX● ハイブリッドミーティング● Teams オンボーディング

【注意事項・参加条件】

● ワークショップの内容は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

● Microsoft 365 関連ライセンスを 150シート以上保有していることが必須です。

● アンケートや各種ヒアリングについて、ご協力いただけるものとします。

● 支援内容は、当社が取り決めた無償の範囲内のみといたします。

● 導入作業は含まれておりません。導入作業のご相談については別途お問い合わせください。

● その他、Microsoft 社の条件に満たない際は、ご参加いただけない場合がございます。

● デバイス管理 ● ID管理 ● 脅威可視化

セキュリティ

● クラウド Windows



モダンワーク
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対象のお客様 / 部門

開催方法・日数・所要時間

Teams オンボーディング ワークショップ

申込フォーム

ワークショップ概要

ワークショップの効果

対象のお客様 / 部門

開催方法・日数・所要時間

ワークショップ概要

ワークショップの効果

会議室用会議デバイスである Teams Rooms とハイブリッド会議のビジョンの紹介と
ともに、Teams Rooms デバイスを使った会議を体験いただきます。

Teams Rooms を用いた
ハイブリッド会議の内容
とメリットの理解

Teams Rooms デバイス
の実機体験

検証用Teams Rooms 
デバイスの無償レンタル

ビデオ会議システムのリプレースの
タイミングが近づいている

出社率があがり、会議室の利用が増えて
きている (会議室でWeb 会議を実施)

● オンライン または 当社施設にて実施
● 約2時間（個別開催）

Day １

生産性と安全性を両立した業務を実現する Teams の利活用方法をご紹介します。

Office 365 / Microsoft 365 を導入した
ばかりで利活用できていない方

社内のコミュニケーションで Teams を
活用したい方

Day １ Day ２

Teamsを活用した新しい
働き方の理解

高い生産性と安全性を実
現するセキュリティ機能
の理解

新しい業務環境の実現シ
ナリオの検討・策定

● オンラインにて実施
● 約2時間（個別開催）

● オンライン または 当社施設にて実施
● 約2時間（個別開催）

https://forms.office.com/r/NfnuMqukyu

対象製品 Teams、Azure AD、Intune

ハイブリッドミーティング ワークショップ

申込フォーム https://forms.office.com/r/zy0YRnwqWK

対象製品 Teams、Teams Rooms

（Digital Workforce ワークショップ） （Hybrid Meetings and Rooms ワークショップ）
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対象のお客様 / 部門

開催方法・日数・所要時間

ワークショップの効果

Teams / Power Platform の機能や拡張性をご紹介し、お客様のDXの加速につながる
活用方法をご紹介いたします。

Day １

● オンラインにて実施（座学形式）
● 約2時間（個別開催）

Teamsを活用したDXの
考え方の理解

Power Platform の活用
シナリオの習得

Power Platform を活用し
たアプリ開発方法の理解

Teams DX ワークショップ

申込フォーム https://forms.office.com/r/Q8BaBveBLi

対象製品 Teams、Power Platform

ワークショップ概要

現場業務で効率化を検討されている方
Teams / Power PlatformをDX加速の
手段として検討されている方

（Collaborative Apps ワークショップ）

対象のお客様 / 部門

開催方法・日数・所要時間

ワークショップ概要

ワークショップの効果

マイクロソフトが提供する クラウド VDI である Windows 365 と Azure Virtual 
Desktopの２メニューを徹底比較し、お客様に適切な環境の提案をいたします。

どこからでも 社内環境
へアクセスできる
テレワーク環境の整備

安全に VDI を使用する
仕組み

適切な VDI メニューの
診断

安全で便利なテレワーク環境を
準備したい情報システム管理者の方

CAD や 開発環境 などを短期間で
利用したい事業部門の方

● オンラインにて実施（座学形式）
● 約2時間（個別開催）

Day １

クラウド Windows ワークショップ

申込フォーム https://forms.office.com/r/ER6BB44zr7

対象製品 Windows 365、Azure Virtual Desktop

（NextGen Windows ワークショップ）



セキュリティ
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ID管理 ワークショップ

申込フォーム

（Securing Identities & Access ワークショップ）

https://forms.office.com/r/4hKM1uUkDA

対象製品 Azure AD

ワークショップ概要

対象のお客様 / 部門

開催方法・日数・所要時間

ワークショップの効果

ID保護やアクセス管理をしつつもユーザ間での自由な共同作業を実現する Azure AD の
利活用・展開方法をご紹介します。

ユーザID のセキュリティ状況を可視化
したい方

ADFS 認証から Azure AD 認証への切
り替えを検討されている方

Day １ Day ２

お客様環境のユーザIDと
アプリのセキュリティ状
況の理解

Azure AD によるセキュ
リティレベルの向上の理
解

お客様環境のID保護の強
化に関する計画策定

● オンラインにて実施（座学形式）
● 約2時間（個別開催）

● オンラインにて実施（座学形式）
● 約1時間（個別開催）

※Day 2 の実施は場合により不要となります

対象のお客様 / 部門

開催方法・日数・所要時間

ワークショップの効果

ユーザやデバイスの管理を最適化する Microsoft Endpoint Manager (※) の機能と移行
の進め方をご紹介します。

Endpoint Manager を
使用した管理手法の習得

多要素認証と条件付き
アクセスを使用した
ユーザID保護の理解

ポリシー適用とセキュリ
ティツールの展開によ
る、エンドポイントの検
出・保護の理解

ユーザやデバイスの管理・保護に課題を
持っている方

Intune を活用したデバイス・IDの管理
手法を習得したい方

● オンラインにて実施（座学形式）
● 約2時間（個別開催）

Day １ Day ２

● オンラインにて実施（ハンズオン形式）
● 約2時間（個別開催）

※Microsoft Intune の一機能

※一部、事前準備が必要※事前準備不要

デバイス管理 ワークショップ

申込フォーム https://forms.office.com/r/C5sM0kkDnx

対象製品 Intune

ワークショップ概要

（Endpoint Management ワークショップ）
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脅威可視化 ワークショップ

申込フォーム

（Defend Against Threats with SIEM Plus XDR ワークショップ）

https://forms.office.com/r/8LDE1wCXB3

対象製品 Microsoft 365 E5 Security / Microsoft Sentinel

ワークショップ概要

対象のお客様 / 部門

開催方法・日数・所要時間

ワークショップの効果

お客様環境に迫る外部からの脅威を可視化し、それらのセキュリティリスクを軽減する
ための環境構成などのポイントをご紹介します。

お客様環境のセキュリティ
状況の可視化による、外部
からの攻撃の理解

シミュレーションによる
ID / メール / データ へ
の攻撃の理解

M365 E5 Security の手法
の習得

自社の Microsoft 365 環境のセキュリ
ティ状況を可視化したい方

M365 E5 Security の導入を検討されて
いる方

Day １ Day ２ & Day 3

● オンラインにて実施（座学形式）
● 約2時間（個別開催）

● オンラインにて実施（ハンズオン形式）
● 約2時間（個別開催）



■本資料のお取り扱いについての注意事項

1. 本資料は、弊社が独自に調査・収集した情報ならびに弊社が独自に考案した財産的価値がある情報を含んでおります。従って、本資料および内容は、弊社へのご発注の可否を
ご検討していただくための、貴社の内部資料としてのみご利用ください。
なお、弊社の事前の承諾を得ることなく、本資料の内容を第三者に開示・漏洩することは禁止いたします。

2. 本資料の著作物としての権利は弊社に帰属いたします。

3. 本資料は、貴社が有する機密情報と同程度の注意義務をもって保管・管理するものとし、弊社へのご発注がいただけない場合は、
ご返却していただくか、または裁断・焼却等の廃棄処置をご実施ください。

4. 万一、貴社が本注意事項の定めに違反したことにより弊社が損害を被った場合、弊社は、その損害を貴社にご請求できるものといたします。

■本ご提案書に関するお問い合わせは、下記までお願い申し上げます。
富士ソフト株式会社
FUJI SOFT INCORPORATED 
www.fsi.co.jp

ソリューション事業本部 営業統括部 第3営業部
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