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働き方改革ゾーン

業務効率向上ゾーン

売上拡大ゾーン

社会インフラゾーン

・リコージャパンの社内実践している働き方改革の取り組みをご紹介するとともに
直⾏直帰型や在宅勤務など、 「外で働く」ために必要なPC/モバイル環境とそれを
支える様々なソリューションをご紹介。
・Office365やRPA(ロボットによる業務の自動化）によりビジネススタイルを激変
させるツールのご紹介。
・オフィスから現場、社会などのワークプレイスの変革をテクノロジーとサービスで実現する
デジタルワークプレイスのコンセプトについてご紹介。

・売上拡大に向けた効果的な販促プロモーションと付加価値の高い販促印刷物を
マーケティングやデザインなどの企画段階から印刷そして後加工までをトータル提案。
・「いつでも、どこでも、誰にでも」 情報を伝えるメディアとしてデジタルサイネージの利⽤
が進んでいます。案内板として、社内の情報共有ツールとして、また緊急情報を流す
公的な利⽤も進んでいます。

・製造、運輸、医療、介護福祉など、各業種別の業務課題を解決するパートナー
と共に創り上げた“リコージャパンならでは”のソリューションを実践ノウハウと共にご紹介。

・リコーは日本企業として初めてRE100(事業運営を100%再生可能エネルギーで
調達することを目標)に参加しまた。リコージャパン 熊本支社の建屋も震災の影響に
より⽴て直しを⾏うにあたってRE100を⾒据えた創造的復興を⾏ってます。
そのノウハウやSDGｓの取組、それにかかわるソリューションをご紹介。

ICTゾーン
・変化する働き方に対応していくためのセキュリティ対策に「ファシリティ」、「システム」、
「ドキュメント」、「人・組織」の４つの要素で最適なセキュリティソリューションをご提案。
・2020年1月14日と迫ってきたWindows7の延⻑サポート。マイグレーションへの不安
を解消し、最新機種による新たな使い方と更に便利になる周辺機器もご紹介します。

IWB 【インタラクティブ ホワイトボード（電⼦⿊板）体験セミナー】
最新のインタラクティブ ホワイトボード（IWB）をご紹介するとともに、実際に
インタラクティブ ホワイトボードを使った新しい会議スタイルをご体験いただける
ミニセミナーを開催いたします。

UCS 【手軽にはじめられるテレビ会議・Web会議システム体感セミナー】
誰でもカンタンに使える遠隔コミュニケーションシステムをご紹介します。
RICOH UCSの特徴、機能紹介はもちろん、実機デモにて体感いただけます。

同時開催 ヴィジュアルコミュニケーション体感会 10:30-11:00 ① IWB

11:30-12:00 ② IWB

13:00-13:30 ③ IWB

14:00-14:30 ④ IWB

15:30-16:00 ⑤ UCS

16:30-17:00 ⑥ UCS

定員8名

定員8名



展示 働き方改革ゾーン
働き方改革ソリューション（ＲＩＣＯＨ）

デジタルフルカラー複合機
RICOH MPCシリーズ

働くを創造するデジタルフルカラー複合機
社内システムやクラウドとの連携により働き方改革をご支援します

カラープロダクションプリンター
RICOH ProC5200シリーズ

プロの現場で求められる⾼品質と⽤紙対応⼒を、
コンパクトボディに収めたカラープロダクションプリンター

デジタルカメラ/
サーモグラフィーカメラ

RICOH G800 によるデジタルステレオカメラによる三次元測量のご
紹介
建築物検査や施設のメンテナンス、冷暖房空調設備、電気機器の修理
などに活躍するFLAIR社のサーモグラフィーカメラのご紹介

ガーメントプリンター
Ri100

Tシャツなどの衣類に直接プリントできるコンパクトなガーメントプ
リンター

３Dプリンター 試作や冶具などで活躍するメンテナンスが容易・簡単操作を追求した
⾼性能3DプリンターMoment220や様々な造形サンプルをご紹介

RPA
(ロボティックプロセスオートメーション）

ユーザの定型作業を記録し、速く、そして正確にユーザの業務を代⾏
するRPAのご紹介

ワークプレイスデザイン
社員のワークスタイル変革を実現するための 戦略的なオフィス構
築・運⽤をサポート。Office365を活⽤したリコージャパンの社内実
践との連携もご紹介

PASSセンター
企業のITインフラ機器やソフトライセンスの導入など多くの手間がか
かる調達業務の負荷軽減、最適化をご支援する弊社のサービスPASS
センターをご紹介

NeｔRICOH
オンラインショッピングはもちろん、リコー機器の活⽤サポートや業
務効率化支援を含めた、総合インターネットサービスです︕
掲載商品数は約84,000点︕パソコン・周辺機器も充実しています

AED(自動体外式除細動器) リコーAEDサポートパックでは全国400拠点、4,000名を超えるス
タッフがお客様をサポート

リコーリース 集⾦代⾏サービスおよびファクタリングのご紹介を致します。

三愛ロジスティクス株式会社 リコーグループの物流部門として⾼品質で⾼効率な配送を提供します。

リコーではSDGs（持続可能な
開発目標）に取組んでいます。
展示会場でも一部SDGｓと関連
付けたご紹介を致しております。
SDGｓとは、、、
2015年に国連で採択された、2016〜
2030年までの世界的な優先課題
および世界のあるべき姿を定めた
世界共通のゴール。
17の目標と169のターゲットで構成。



展示 業務効率向上ゾーン



展示 業務効率向上ゾーン



展示 社会インフラゾーン
展示ソリューション

⾦剛 スマートガイド・らくかる書架他 スマートフォン音声ガイドサービス・段ボール書架

エコ・トラスト・ジャパン LED照明

LED照明で節電対策を成功させるポイントは、⽤途や使
⽤環境に合わせた製品選びです。
⼯場・店舗⽤照明をはじめ、省エネ追求・明るさ重視・

配光角度の違いなど多数のLEDを製造しております。

ティーネットジャパン ⾼天井⽤LED照明
「NeoVenus」(シリーズ)

省エネ性、導入コストなど、施設環境や使⽤状況に応じ、
1000種類以上の組合せで最適化が図ることができる
「⾼天井⽤LED照明」です

ルクス 水銀灯代替ＬＥＤ照明ランプ
LDR100/200V115N-H-E39

⼯場・倉庫に使⽤されている水銀灯代替としての⾼効
率・⻑時間寿命LEDランプ。LED照明による省エネ・環
境改善を提案いたします

ダイキンHVACソリューション九州 空調機器 ダイキンの業務⽤空調製品、店舗・オフィスから大型商
業施設まで幅広いラインアップを取り揃えています。

ダイワ通信

遠隔モニタリングカメラ︓
CC103GELL

SIMカードを搭載した遠隔モニタリングカメラ。LTE環
境下で電源を入れるだけで離れた場所（事務所など）で
現場の状況が解ります。またスマホなどの携帯端末でも
同様にモニタリングが出来ます

防犯灯カメラ︓OwlviewⅡ
防犯灯とカメラが一体化したカメラです。夜間の薄暗い
場所への防犯⽤に、また建設現場の資材置き場など盗難
対策にも利⽤できます。カメラの記録データはWi-Fiの
ON,OFFが出来、セキュリティ対策も万全です

耐腐食サーマルネットワークカメラ
DS-2TD2466-25Y他(HIKVISION)

耐腐食（ステンレス）機構のサーマルカメラです。温度
環境の変化をモニタリングできますので、⼯場内のガス
漏れや温度管理を伴うライン管理に適します

マルチセンサーカメラ
WV-X8530N(Panasonic）

４つのセンサーカメラを搭載しており、各々のカメラが
PAN,TILT,YAW方向への調整が出来、より死角の少ない
状態で幅広いエリアのモニタリングすることが出来るカ
メラです

R.O.D VS-AI 防犯カメラの映像検索をAI検索の利⽤でより簡素化する
システムをご提案いたします

エルモ

L-12iD（据え置き型書画カメラ）
いわゆる実物投影機です。学校現場や裁判所、企業の会
議で利⽤が多く、被写体をカメラで撮影して表示装置
（プロジェクタや電⼦⿊板）へ画像を送る装置です
また、モバイル型書画カメラもご紹介いたします

CRB-2（ユニット型電⼦⿊板）
従来の電⼦⿊板と違い、液晶やプロジェクタに取り付け
て電⼦⿊板化する装置です。すでに表示装置がある場合、
導入が安価

EAH-S750VP
（アナログ監視カメラ）

監視カメラです。アナログ配線ながらハイビジョン220
万画素を実現現在のアナログ回線を利⽤できますので、
導入コストを抑えられます

CC2L（クラウドカメラ）
クラウド型監視カメラです。画像をクラウド上に記録す
ることにより、データ損失のリスクを減らします。また、
WEB環境があればどこからでも画像確認ができます

ドッドウエル ビー・エム・エス 防犯カメラシステム、
顔認識カメラ、他

H.265対応の最新システムを展示させていただきます。
全方位カメラも500万画素から900万画素に性能UPし、
赤外線投光器も付きましたので夜間でも撮影可能となり
ました。また前回の展示会時にも好評いただきました顔
認識カメラも併せて展示させていただきます



展示ソリューション
iCAD iCAD SX 機械・装置設計に特化した、世界最速レスポンスを実現する3次元

CAD
ソリッドワークス
（モアコンセプト）

製造業向け⾼機能3D-CAD
『SOLIDWORKSシリーズ』

世界シェア№１の製造業向け3D-CADです。創業時からの製品ポ
リシー「使いやすく」、「手頃な価格で利⽤可能」を掲げ、解析
やCAMへの拡張性が⾼いソフトウェア

シーピーユー
（モアコンセプト提供）

建設業向け建築3D-CAD
『madric A’ｓ』

⽊造住宅向けパース作成を⾏う建築3D-CADです。基本設計・⾒
積・確認・実施・設備などの幅広い機能を揃えているトータルバ
ランス抜群のCADソフト

デザイン・クリエィション CADPAC NT 3D 誰でも使えるシンプル操作３ＤＣＡＤ︕機械設計を熟知した「操
作性」と「機能」を満載︕

サトー
Android搭載プリンタ
FLEQV（FX3-LX)

本年発売されましたAndroid搭載プリンタFLEQV（FX3-LX）の実
機展示

多軸ロボットラベル自動貼り および⼈手不⾜に対応したラベル自動貼りロボットの動画による
ご提案

パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン HDコム（ビデオ会議）システム ⾼画質・⾼音質で相手の表情や声のニュアンスまで伝わります

プリンストン ①Cisco-DX80 +  ②SimpleCast ①クラウド運⽤のCiscoビデオ会議(一体型タッチパネルモデル)＋
②ワイヤレスプレゼンター

日本電気(NEC) クラウド型 遠隔ミーティング
「Zoom」

共創ワークの実現に向けて、これからは社内関係者との共創から
社外関係者との共創を簡単に実現。「かいてき」「かんたん」パ
ワフル」「やすい」を確認したければ、NECブースへ︕︕

エプソン販売 SC-T3150,SC-PX5V2,
EB-1460UT,PX-S170T

SC-T3150:⼩型・軽量・省スペース大判プリンター（Ａ１対応）、
SC-PX5V2:⾼画質フォトプリンター（Ａ３ノビ）、EB-1460UT:
超単焦点ペン機能付きプロジェクター、PX-S170T:省スペースモ
ノクロエコタンク搭載プリンター

シグマー技研 ストレッチフィルム包装機/
シグマシュレッダ

パレット積みされた荷物の荷崩れ防止、製品の保護等を目的とし
ストレッチフィルムを巻き荷物を固定しますが、手巻き作業の場
合、非常に過酷な作業となります。そんな作業者負担を軽減し、
作業効率が向上する製品です
シグマシュレッダはリカットの後継機種として、全機種リコー
ジャパンのメンテナンスが受けられるシュレッダ

ＪＶＣケンウッド・
公共産業システム

会議ソリューション/
KooNe

会議システムPM-5000スタンダードシステムとハイレゾ音源での
空間音響デザイン（居⼼地の良い空間）するKoonNeのご紹介

アビックス LEDグラスビジョン 新製品で透過性のあるLEDビジョンです。サイズはご希望の大き
さに自由に構成可能

シャープマーケティング
ジャパン PN-L705H(4K70型BIGPAD) ありのままを映し、思いのままに書き込む。⾼精細・⾼感度、ハ

イエンド4Kモデル
日本フォームサービス 転ばんスタンド２ スタンドの脚を折りたたむことが可能なので、つまづき防止・転

倒回避ができる安⼼安全なスタンドです

オーエス スクリーン プロジェクタスクリーンに関することならオーエスにお任せくだ
さい。様々なスクリーンをご紹介します。

菱洋エレクトロ 3面スクリーン/
AVAWOOD ウッドスタンド

日々ハイテク化する「音」と「映像」を取り巻くデジタルロケー
ションに⽊の持つ柔らかさをアナログ調和させ、⼼地好い環境創
りをサポートします。

展示 売上拡大ゾーン



展示 ICTゾーン
展示ソリューション

ESET ESET

日経コンピュータの顧客満⾜度調査において6年連続No1を獲得しているESET。
ヒューリスティック技術や各種機能など多層防御で、昨今猛威を振るうランサ
ムウェア等からシステム環境を守ります。また、クライアント管理プログラム
をクラウド上で提供する「クラウドオプション」により、管理サーバーの構築
に関わる手間やコストを意識することなく簡単にクライアント管理を実現

シマンテック

Symantec .cloud Email 
Security Service

1.メールを使った様々な外部の脅威から、組織を守るクラウド型メールセキュ
リティ

Symantec Web Security Service 2.どんな場所からのパソコンのウェブ接続も守ることができ、暗号通信の可視
化ができるクラウド型ウェブセキュリティ

Symantec Endpoint Protection 
Cloud

3.シンプルな管理でコストの抑制が可能なクラウド型エンドポイントセキュリ
ティ

トレンドマイクロ Trend Micro Portable Security 2 internetに接続されていない環境でもウィルス対策が可能のUSBデバイス

カスペルスキー Kaspersky Endpoint Secuirty
Businessシリーズ

今、多くの企業様で脆弱性の修正対応は後回しにされています。約92%の攻撃
は脆弱性を狙って攻撃しています。MS社製品は勿論、Adobe社、Oracle社な
ど3rdパーティ製品の脆弱性をも把握し修正する、本当に出来ていますか︖弊
社製品では単なるウイルス対策を⾏うだけでなく、脆弱性の可視化、優先順位
付、パッチ配布（適⽤）といった脆弱性対応の運⽤サイクルを一元的に実現可
能です。またランサムウェア感染時、サーバのデータ被害を最⼩限に抑える独
自機能もご紹介

アライドテレシス
無線アクセスポイント【TQ5403】

従来別々に使⽤していたセル方式とチャンネルブランケット方式の2つの無線
LAN方式を同時に使⽤可能。 両方式のメリットを最大限に活かした無線LAN環
境を提供します

ネットワークマネージメント
ソフト【VistaManager EX】

従来別々に使⽤していたセル方式とチャンネルブランケット方式の2つの無線
LAN方式を同時に使⽤可能。 両方式のメリットを最大限に活かした無線LAN環
境を提供します

エレコム

堅牢タブレット Panasonic「Tough Pad」と同等の耐久性能をもつ業務⽤タブレット

NAS Windows/LinuxNAS 及び監視ツール「NASみる」のご紹介

無線アクセスポイント 文教向け 無線アクセスポイント/コンセント埋め込み型無線AP

監視カメラ 簡易ワイヤレスカメラ/DXアンテナ同軸カメラ

シスコ
(DIS） Meraki及び明京電機リブーター

・Ciscoが提供するクラウド管理型ソリューションのご紹介
・IT機器のフリーズでお困りではありませんか︖遠隔電源制御や自動リブート
を実現させる明京電機リブーターのご紹介

フルノシステムズ 無線アクセスポイント アクセスポイント「ACERA」干渉波フィルタリング機能で実現する、⾼品質無
線LAN通信と管理ソフトウェア「UNIFAS」がつくる無線LANネットワーク

バッファロー 無線機器、ストレージ、周辺機器 ツナゲルではなく、ツナガル BUFFALOの提案するストレスフリーなICT環
境

ヒューレット・
パッカード 無線アクセスポイント Aruba

アルバネットワークスのエンタープライズ無線LANソリューションは、コミュ
ニケーション全般でデバイスを利⽤する新世代のモバイル・ユーザーを応援。
アルバインスタントAP（IAP)ならコントローラ内蔵、ライセンス不要で⾼機
能な機能が使えます。



展示 ICTゾーン
展示ソリューション

日本HP ProBookシリーズ
「モビリティ」と「セキュリティ」で、だれでも、どこでも安⼼・信頼して利
⽤できる、⾼度なセキュリティを備えたデバイスやソリューションを拡充する
ことで「働き方改革」を支援してまいります。

マウスコンピューター 法⼈向け国産PC「MousePro」＋
液晶モニタ「iiyama」

CAD向けの国産ハイスペックPCや、文教・建設業・製造業向けの「耐衝撃・防
塵 2in1 Windowsタブレット」など、最新製品を展示

Dell
HCI（vSAN、XCシリーズ）
Dell Canvas＆Precision 5720 
AIO
Latitude Ruggedシリーズ

・vSAN,XCシリーズの管理コンソール画面をご紹介
・常識を一新するデジタルキャンバス。Windows 10とDell Canvasを併⽤す
れば作業スペースのクリエイティブな可能性を引き出せます。
・過酷な環境でも対応できるノートパソコンとタブレット

レノボジャパン
HCI（Hyper-Converged 
Infrastructure)
働き方改革（VDI）

レノボHCIプロダクト(ThinkAgileHXシリーズ）１U or 2Uサーバの実機の展
示やWindows10移⾏に伴うPCやVDIシステム構築に伴う端末ご紹介します。

富士通パーソナルズ どこでもワークシリーズ RICOHスクラムパッケージ テレワークスタートモデル

オムロン UPS（無停電電源装置） 国内メーカでシェアNo1のオムロンのUPS。3年間の本体保証、バッテリの無
償提供で、安定・安⼼の電源環境を実現します

アイ・オー・データ機器

サイネージ 手軽にサイネージを導入できる「サイネージ機器」「サイネージアプリ」

アーカイブソリューション ②100年残せる、究極の⻑期保存メディアのご紹介

M2Mルータ ③有線回線のバックアップ回線としての利⽤、固定インターネット回線の設置
が困難な拠点にLTE/3G回線を使ったデータ通信を実現化します

国際産業技術 Synology 全⽶総合満⾜度No1のNAS、50種類以上の無償アプリケーションが利⽤可能

サンワサプライ タブレット保管庫/
ガス昇降デスク

ICT関連製品（タブレット保管庫等の文教向け製品）、働き方改革製品（ガス
昇降デスクなど働き方改革促進の製品）

バルコ ワイヤレスプレゼンテーションシ
ステム「ClickShare」

ソフトウェアをインストールせず、ボタンを押すだけで簡単にパソコン画面を
共有できます

富士電機ITソリュー
ション

コンパクト発電装置・⾼効率ミニ
UPS 停電リスクをコンパクト発電装置とUPSで安全に回避。不安を安⼼に

Arcserve Japan Arcserve UDP
物理・仮想環境問わずシステム丸ごとイメージバックアップします。バック
アップデータの遠隔地転送や仮想スタンバイなど災害対策やBCPの機能も充実
しています。ライセンスフリーで使えるバックアップ専⽤アプライアンスサー
バ Arcserve UDP 8000 シリーズもご紹介します

三井情報 FortiGate サイバー攻撃やランサムウェアによるデータ消失・情報漏洩・踏み台攻撃対策
にUTMシェアNO.1の”FortiGate”をご案内します

BOX box 社内外でのセキュアなデータ管理・共有にクラウド型ファイルマネージメント
プラットフォーム”box”をご案内します

クロスヘッド safeAttachクラウドサービス メール誤送信対策となり、添付ファイルの自動暗号化・一時保留・URL化など
の機能をクラウドサービスで提供します

santec OnlineScreenview internetさえあれば、ワークスペースがいつでも、どこでも手に入れることが
できます

SCSK パロアルト pa-220 次世代ファイアウォール PA-220 従来のサイバー攻撃対策はもちろん、ラン
サム対策に代表される次世代サイバー攻撃への対策機能を搭載



展示 ICTゾーン
展示ソリューション

Sky SKYSEA
IT資産情報や操作ログなど、IT資産の運⽤管理に必要な情報を収集・管理する
機能を搭載。クライアントPCをはじめ、ソフト ウェア資産やUSBメモリ、
ネットワーク機器など、幅広いIT資産を一元管理。

デジタルアーツ i-FILTER Webセキュリティやメールセキュリティ、 ファイルセキュリティなどの情報
漏洩対策ソリューションの提供を核にした情報セキュリティを提供。

アールアイ Secure Back 4
PCのデータ移⾏、ランサムウェア対策にも使えるバックアップソフト。製品デ
モあり︕リアルタイムバックアップ、世代管理機能あり、BCP対策にピッタリ
の製品です

内⽥洋⾏

①コモンズテーブル
②ミーティングチェア
③ワークテーブルコミューネ
④平⾏スタックチェア
⑤無⼈受付システム

①〜④レイアウトが多彩に組み合わせが出来るテーブルで、様々なミーティン
グシーン、グループワークを演出します。
⑤受付業務を無⼈化し、スマートに来訪者と担当者をつなぐシステムをご紹介
します。

エイトレッド X-Point ワークフローシステムX-Pointは社内の業務フローを変えずにそのまま実現し
ます

エムアイエス コラボフロー、kintone
導入開発支援

コラボフローは、Webワークフローシステムです。かんたん操作と充実のワー
クフロー機能で誰でもすぐにワークフローを運⽤できます。
また連携製品により、ワークフローからkintoneのデータにスムースに連携が
可能です。

エムオーテックス LanScopeCat/ProtectCat/An 13年連続topシェアの資産管理ツールとAIを活⽤した次世代型アンチウイルス
をご紹介いたします

クオリティソフト ISM Cloud One
QualitySoft SecureStorage

クラウド型資産管理サービス2年連続シェアNo1ユーザ数無制限のクラウド
ストレージ300GB/年36万

OKWAVE
(ソフトバンクC&S）

デジタルマーケティングツール
〜 マーケティングバンク 〜

『働き方改革』『売上拡大』『生産性向上』のお悩みを約300種類のデジタル
マーケティングツールで解決︕

サイボウズ サイボウズOffice、Kintone、
Garoon

サイボウズはクラウドベースのグループウェアや業務改善サービスを軸に、
社会のチームワーク向上を支援するソフトウェアメーカーです

アシスト Qlik Sense

Qlik Senseは、ユーザ主導で分析アプリケーションの作成/データの探索がで
きるセルフサービス型のデータ分析プラットフォームです
何時間もかけて作成していたExcel表が、「Qlik Sense」だと数分で作成でき、
業務効率化を図ります
また連想技術によって、膨大なデータも瞬時に可視化し、ビジネスの業務課題
や解を発⾒できます

インフォメックス
kintone 業務改善プラットフォーム

RPA ソフトウェアロボットによる自動化

ネオジャパン
desknet's NEO(デスクネッツネオ)

使いやすさにこだわったグループウェア「desknet's NEO」。日本のワークス
タイルや商習慣に合わせた設計で日々の業務効率をUPさせ、社内のタテとヨコ
のつながりを活性化します

ChatLuck(チャットラック)
セキュリティに特化したビジネスチャット「ChatLuck」。チームのコミュニ
ケーションとグループワークの効率を上げる、メールに代わる新しいコミュニ
ケーションツールです

ATEN ATEN ATENではコンシューマ向け⼩型KVMスイッチから業務⽤ラックマウントKVM
スイッチまで幅広くラインナップしています



セミナー①
定員 80名

11.7 WED

『ヒューマンエラーの撲滅を目指して』〜リコーグループ⽣産現場の改善活動を通じて〜
講演者 リコーインダストリー株式会社◆セミナー概要

『人は間違いを犯すもの』を前提にヒューマンエラーのメカニズムを知り改善してきました。
リコーも過去何度か大きな品質問題に直⾯し、その経験と改善する為のノウハウが今では大きな財産です。
現場のヒューマンエラー撲滅のプロセスを“実践事例”を交えながらご紹介いたします

10:30〜11:30

取付ミス取付ミス 誤品誤品 カウントミスカウントミス 付け忘れ付け忘れ

調整ミス調整ミス 類似誤使用類似誤使用不完全不完全 作業モレ作業モレ

製造業、サービス業 様
製造部門／技術部門／業務管理部門／人事部門
人材育成部門（教育部門）／改善・改革活動推進部門

御対象者様

11.８ THU

Windows10移⾏のメリットと注意点
講演者 富士通株式会社◆セミナー概要

2020年1月にWindows7の延⻑サポートが終了します。残り1年余り、移⾏に関する準備、検討が待っ
たなしの状況になってきました。本セミナーでは生産性を追及したWindows10の新機能や、多様なワーク
スタイルにも対応しつつWindows史上最強のセキュリテイ機能などについてご紹介いたします。
また、MicrosoftがWindows10で掲げる継続的にアップグレードされ続ける環境「Windows as a 
Service（WaaS）」についてもご紹介します。

10:30〜11:30

Windows 7の延⻑サポート期限Windows 7の延⻑サポート期限 WARNING

11.８ THU

働き方改革プロジェクトリーダーを命ずる︕ Season 3
講演者 リコージャパン株式会社

14:00〜15:30

◆セミナー概要
働き方改革の機運が一気に高まった2016年、リコージャパンでも「働き方改革プロジェクトチーム」が結成さ
れました。育児・介護に対する両⽴支援や社員の生産性向上といった課題に人事制度改革やテレワークを
導入していく中で得た気づきから自社で進めて⾏くべき働き方改革について模索してきた内容をご紹介します。

働き方改革への取り組みを検討している皆さま。私たちと一緒に社員が活き活きと活躍し、
より会社が成⻑する働き方を一緒に考えてみませんか。

セミナー②
定員 80名

セミナー③
定員 80名



お申込書
貴社名

部署名 TEL

ご氏名 E-MAil

ご参加
セミナー １ ・ ２ ・ ３ ご来場

日 時 日付:7日 or 8日 /時間:    

ご参加
ミニセミナー １・２・３・４・５・６・７・８・９・10
ご参加
ヴィジュアルコミュ
ニケーション体感会

7日 /  8日 1 ・２・３・４・５・６
お申込はWebもしくはフェア事務局宛FAXを送付願います。
申込URLhttps://ricohjapan.smktg.jp/public/seminar/view/9
フェア事務局 FAX ０９６－３８６－４０１０ 下津宛

11月7日(水)

① 10:30～11:00
ＮＩ
コンサルティング

可視化経営システムを活用し
た、営業生産性向上の手法

可視化経営システムを活用した、営業生産性向上の手法をご案内

② 11:30～12:00 ディーエス
ブランド

人材確保のためのホーム
ページ活用

採用情報サイトの作成や、パンフレット作成機能をご紹介します。

③ 13:30～14:00 リコー
インダストリー

製造スペシャリストが語る
IoT実践事例

リコーにおける高品質を実現する見える化への取り組み、IoTの
製造実践をご紹介します。

④ 14:30～15:00 日本
マイクロソフト

Microsoftの方向性と
Microsoft365の活用方法

なぜMicrosoftはクラウドシフトするのか、その背景と実際の活用
方法をハンズオンでお見せします。

⑤ 15:30～16:00 アシスト
Qlikを使って働き方改革を
推進！

近年、データを活用した「働き方改革」が必要とされています。Qlik
Senseでは簡単操作で「データ収集・紐づけ」「レポート作成」が可能

11月8日(木)

⑥10:30～11:00 三井情報 うちは関係ないは超キケン！
サイバー犯罪の動向と対策

近年のサイバー犯罪は複雑化してます。本セミナーでは最新のセ
キュリティ動向と、あらゆる事業規模の皆様にすぐ始めて頂ける対
策までをご紹介致します。

⑦11:30～12:00
オービックビジネ
ス
コンサルタント

消費税10%改正・軽減税率
制度導入まであと1年！今か
らやるべき対策と失敗しない
システム選定のポイント

迫りくる消費税10％改正に向けてシステムへの影響、対応しておき
たい点、対策ポイントをご紹介、改正まであと1年の今だからこそ
知っておきたい「備え」と、改正対応と同時に行いたい業務改善につ
いて事例を用いながらお話しさせて頂きます。

⑧13:30～14:00 ピー・シー・エー 低コストで始めるエコノミー
クラウド活用と働き方改革

Excelで行っている見積、受発注業務の業務効率UPをはじめ、超低
コストで始められるRPAを事例を交えてご紹介致します。

⑨ 14:30～15:00 リコージャパン
持続可能な開発目標
なるほどザ･SDGｓ

持続可能な開発目標（SDGs）ｴｽﾃﾞｨｰｼﾞｰｽﾞとは、リコーの取組みも
交えてご説明します。

⑩ 15:30～16:00 BOX 劇的に働き方が変わるｸﾗｳﾄﾞ
ｺﾝﾃﾝﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ Box

Boxが全世界87,000社以上に採用される背景とは？業務効率化に
寄与するBoxの魅力についてわかりやすくご紹介します。

ミニセミナーコーナー 各定員 20名

＊個⼈情報の取り扱いについて https://jp.ricoh.com/privacy/index_2.html


