リコー プレゼンテーションフェア
２０１９ in 富山

開催日時

11/20（水） ・21 （木）
10:00〜17:30

※事前登録制

会場︓富⼭産業展⽰館 東館（テクノホール）
主催︓富⼭県リコー会
協賛︓リコージャパン株式会社

フェア会場でしか体験できない、実機、ソリューションをご用意しております。
是非お越し頂き、各ソリューションをご体感ください。

展⽰
テーマ

ブース

サスティナビリティ
業務生産性向上
ソリューション
イベントソリューション

ドキュメントソリューション

ソリューション
SDGs、リコーサスティナビリティの紹介

リコーグループ

デジタルメッセージボード

SDGs版デジタルメッセージボード

リコージャパン

オフィスファニチャ

働き方の革新性を高めるオフィスづくり

コクヨ北陸新潟販売

インタラクティブボード・ビデオ会議

インタラクティブホワイトボード、ユニファイドコミュニケーションシステム

リコージャパン

デジタルサイネージ

リコーデジタルサイネージ

リコージャパン

グループウエア

Office365

リコージャパン

イベント・店舗向け販促ソリューション

紙アプリ、クリッカブルペーパー

リコージャパン

カラープロダクションプリンター

ProC5200s、ＧＭＴプリンター、後処理
(カッティングプロッター、名刺カッター)

リコージャパン

カラープロダクションプリンター

封⼊封緘機、郵便料⾦計器

ピツニーボウズ

フルカラー複合機

MP C4504 ＋ 2000枚中綴じフィニッシャー SR3240
MP C3504 + 1000枚フィニッシャー SR3210
IM C3000 + 1000枚フィニッシャー SR3210
IM C4500 + 1000枚フィニッシャー SR3210
（カンプリ、カン活、Speedoc、ペーパーレスFAX等）

リコージャパン

複合機業務連携ソリューション

EDW(連絡とれる君、カンタンストレージforBOX＋OneDrive)

リコージャパン

複合機業務連携ソリューション

EDW(カンタン施⼯管理＋ANDPAD)

リコージャパン

複合機業務連携ソリューション

EDW(クラウドOCR for 請求書＋MakeLeaps）

リコージャパン

複合機業務連携ソリューション

DS(RSN、RGS、Desk Navi)

リコージャパン

ホームページ作成

おりこうブログDS

ディーエスブランド

基幹業務ソフト・クラウドサービス

大臣NXシリーズ、大臣NXクラウド

応研

OBC 奉⾏i10シリーズ、奉⾏クラウド

オービックビジネスコンサルタント

基幹業務ソフト・クラウドサービス

PCA DXシリーズ、PCAクラウド、就業管理X'sion、Web給⾦帳クラウド他

ピー・シー・エー

RPA

Robotic Process Automation ソリューションパッケージ

兼松エレクトロニクス

3Dスキャナー

Artecシリーズ

データ・デザイン

3Dプリンター

Markforgedシリーズ

データ・デザイン

無⼈搬送⾞

AGV（動画）

リコージャパン

画像検査‣作業⼯程可視化ソリューション

SC-10A

リコージャパン

生産⼯程可視化システム

All Line Recognizer

リコージャパン

作業分析ソフトウェア

OTRS10

ブロードリーフ

3DCAD

i-CAD、AUTODESK、SOLIDWORKS

富士通パーソナルズ、リコージャパン

生産管理システム

TECHSシリーズ

テクノア

パワードウェア

ATOUN MODEL Y

リコージャパン

建設・製造クラウドソリューション

使えるくらうどシリーズ、くらうど⼯事台帳（原価管理）

アサクラソフト

建設原価管理システム

どっと原価NEO（原価管理・請求書管理）

建設ドットウェブ

施⼯管理・i-Construction・電⼦⼩⿊板

デキスパート

建設システム

建築CAD

ARCHITREND ZERO、ＶＲ

福井コンピュータアーキテクト

設備業CAD 支援システム

ANDESシリーズ(設備CAD・水匠・電匠・⼯事の匠)

システムズナカシマ

土木積算システム・建築プレゼン

建築プレゼンツール VR・ＡＬＴＡ/GAIA（土木積算）

コンピュータシステム研究所

介護支援用ロボット

ＨＡＬ＠介護支援用 腰タイプ

リコージャパン

みまもりベッドセンサー、サーモ検知式⾒守り支援サービス

リコージャパン

介護支援システム

ほのぼのｼﾘｰｽﾞ（CarePalette，VoiceFun，ほのぼのTALK++）

ＮＤソフトウェア

V&D ビジネスホン

S-integral（S)電話機器（スマートフォン連携・オフィスアシスト・受付システム）

日⽴情報通信エンジニアリング

ヒアラブル端末

BONX for BUSINESS

リコージャパン

モバイルエッジコンピューティング

dynaEdge DE100

Dynabook

Webビデオ会議システム

LiveOn

ジャパンメディアシステム

ビデオ会議システムRoomKit、クラウド管理ネットワーク Meraki

ダイワボウ情報システム

LED照明

LED(直管タイプ・ベースライト・高天井LED照明)

リコージャパン

照明･空調制御システム

Smart MES

リコージャパン

省エネ空調システム

空気清浄機 エアコン

ダイキンHVACソリューション北陸

AED

AED-3100シリーズ

日本光電⼯業

遠隔監視カメラ

i-NEXT

テレ通

監視カメラ

防犯カメラ

ダイワ通信

IT資産管理

SKYSEA

Sｋｙ

セキュリティシステム

ITKeeper（リカバリーアシスト）

リコージャパン

遠隔地バックアップシステム

LIFEBOOK、arrows hello、Dyna Eye、バラクーダバックアップ

富士通パーソナルズ

タイムスタンプソリューション

65インチタッチディスプレイ、タイムスタンプソリューション、デジタルサイネージ

アイ・オー・データ機器

基幹業務ソリューション 基幹業務ソフト・クラウドサービス

製造ソリューション

建設ソリューション

介護福祉ソリューション ⾒守り支援サービス

オフィス空間ソリューション ビデオ会議システム、監視カメラ

セキュリティ強化
ソリューション

ベンダー

SDGｓとリコーグループの取り組み

会場
※一部のセミナーは
1F小会議室にて開
催いたします。

製造

建設

介護
福祉

オフィス空間

ｻｽﾃｨﾅ
ﾋﾞﾘﾃｨ

セキュリティ強化

セミナールーム

受
付

業務生産性
向上

イベント

入口

基
幹
業
務

ドキュメント

業務生産性向上ゾーン
さまざまな企業の働き方をシフトし、
組織生産性を革新する新しいソ
リューションを配置しています。

セミナー
11/20

お客様が抱える様々な課題の解決策をリコーグループの実践事例や、
最新のICT活用事例を通してご紹介いたします。

11/20（水）

[A 1]
10:30〜11:30
（受付 10:15）
定員 20名
セミナールーム
(会場内)

[Ａ２]
14:00〜15:00
（受付 13:45）
定員 20名
セミナールーム
(会場内)

[Ａ３]
15:30〜16:30
(受付 15:15)
定員 20名
セミナールーム
(会場内)

[A 4]
10:15〜11:45
(受付 10:00)
定員 40名
小会議室(1F)

[A 5]
13:30〜14:30
(受付 13:15)
定員 40名
小会議室(1F)

[B 1]
15:00〜16:30
(受付 14:45)
定員 40名
小会議室(1F)

建設業向け働き方改革セミナー

関連法律の基礎と建設業向け勤怠システムの導⼊ポイントとクラウドシステムで働き方改革促進︕

建設業を取り巻く環境について。もう一度確認しよう労働時間と休憩・休⽇の原則。
雇用と請負の違いについて。ひとり親方でも実態を⾒られる。働き方改革規制の対象に︕
現場へ直⾏のときの移動時間は勤務︖出勤︖
働き方改革の主な項目を再確認しながら、それに対して発生する実務をわかりやすくご説明。
その実務を簡単にサポートできる勤怠システムの導入のポイントや実例をご紹介。
⽇報、勤怠、スケジュール、ファイル管理、⾒積管理すべてをクラウド化して働き方改革を促進︕
■講師︓アサクラソフト株式会社 代表取締役 浅倉 鉄平 氏

Boxの活用で業務効率・生産性向上を劇的にアップ︕
「リコーデジタル複合機」×「Box」で働き方改革の促進

全世界で95,000社以上が導入するクラウドコンテンツマネジメントサービスの""Box""を利用することで、今すぐ実現できる
業務効率向上につながる方法について、お客様導入事例(リコーデジタル複合機連携)やBox社内での利用例を交えて分
かりやすくご紹介いたします。
■講師︓株式会社Box Japan チャネル営業部 シニアマネージャー 藤田 延也 氏
リコージャパン株式会社 ICT事業本部 RICOH Intelligent WorkCore事業センター
ドキュメントソリューション企画室 RSI-DS 企画グループ 山本 徹

技能伝承 ⼈材育成のための動画活用による標準化
製造業を中⼼に活用されているトヨタ生産方式に代表される改善⼿法は、今や業種・業態を超えて、幅広い領域で活用さ
れています。本セミナーでは、改善⼿法の中でも特に活用が進んでいる「動画を使った標準化」について、人材育成、生産
性向上での事例を交えてご紹介いたします。
■講師︓株式会社ブロードリーフ 事業構想大学院大学 客員研究員 大岡 明 氏

Windows 7・Office 2010 のEoSとOffice 365 の活用について
〜Windows 10 の導⼊方法とOffice 365 の導⼊メリットについて 〜

Windows 7 のサポート終了は2020年1月14⽇です。今後企業が利用するべきOSはいずれが良いのか。本セミナーでは
Windows 10 のセキュリティ機能、Windows as a Service の理解、Windows 10 への移⾏ポイント等を中⼼にお伝
えします。またPCの入れ替え時にも重要となるメールやファイル共有の環境を快適に実現するクラウドサービス、Office 365
の機能を紹介します。導入きっかけになる、ポイントや事例やデモを交えてご紹介いたします。
■講師︓株式会社ピーピーティー ⻘山 司 氏

リコーグループが実践する“働き方変革”
一人ひとりがイキイキと働き、個人およびチームとして最大のパフォーマンスを発揮し、新たな価値を生み出し続けることができ
る働き方を実現するために、ルールとツールの整備から意識・風⼟の変革まで、様々な取り組みにリコーはチャレンジして いま
す。リモートワーク・ショートワークなど時間と場所を選べる勤務の実現、評価制度の⾒直し、IT環境の整備、マネジメント変
革、1on1の導入、ワークプレイス変革等々、働き方変革プロジェクト発足を機に一気に展開してきた取り組みをご紹介いた
します。
■講師︓株式会社リコー 人事本部人事部 部⻑ 兼 働き方改革プロジェクトチームプロジェクトリーダー 児玉 涼子

チームビルディング 〜成果があがる組織の「仕組み」づくりセミナー〜
⾃分で考えて、⾃ら⾏動してほしい・・・・
これは経営者が「人」のことで悩む要因の一つです。
ただ、このお悩みはなかなか解決することができません。なぜなら人が⾃⽴して動くためには、何が必要で、どうやればいいのか、
ここがわからないからです。
今回のセミナーでは、人が⾃⽴的に動いてしまう組織をつくるために必要な「考え方」と「やり方」をお伝えいたします。
■講師︓福井社労士事務所 社会保険労務士 初瀬川 達郎 氏

セミナー
11/21

お客様が抱える様々な課題の解決策をリコーグループの実践事例や、
最新のICT活用事例を通してご紹介いたします。

11/21（木)

[B 2]
10:30〜11:30
（受付 10:15）
定員 20名
セミナールーム
(会場内)

３Dデータを活用した新しい製造スタイル
近年、３DCADの普及によって３Dデータを用いた設計方が主流になりつつあります。拡大・縮小、左右の反転など形状の変
化が簡単な３Dデータは製品設計の時間を短縮するとともに、あらゆる形状を作り出すことができます。そうした中で３Dデータ
の実際の製品の距離感をより密接にするためのツールとして、ご紹介するのが３Dスキャナと３Dプリンタになります。3Dスキャナ
は現物をデータ化することで、形状の変更や⽋けた部分の再現、寸法をデジタルデータとして記録することができます。反対に、
３Dプリンタはデータを現物化することで、画面の中の製品を⼿に取って確認できる形にすることができます。データと現物の両
方を⾃由に⾏き来するこの２つのツールは製造業にどのようなメリットをもたらすのか。
本セミナーではそのような疑問にお答えするべく３Dスキャナと３Dプリンタの特徴を実際の導入事例を交えてご紹介させていた
だきます。
■講師︓株式会社データ・デザイン テクニカルユニット技術Ｇ 牛尾 公一 氏

[B 3]
14:00〜15:00
（受付 13:45）
定員 20名
セミナールーム
(会場内)

[B 4]
15:30〜16:30
（受付 15:15）
定員 20名
(会場内)

[B 5]
10:15〜11:45
（受付 10:00）
定員 40名
小会議室(1F)

[C 1]
13:30〜14:30
（受付 13:15）
定員 40名
小会議室(1F)

[C 2]
15:00〜16:00
（受付 14:45）
定員 40名
小会議室(1F)

セキュリティ対策のRe:デザイン

〜KEL流のセキュリティ対策の取捨選択〜

システムの利活用はオンプレからクラウドへと徐々にシフトしており、セキュリティ対策もこの流れに合わせていく必要があります。と
はいえ、CASB、UEBA、EDRなど多種多様なセキュリティソリューションがある中で、どのような取捨選択を⾏っていけばいいの
でしょうか︖本セッションでは、パターン毎にKELの考える最適解をお伝えするとともに、どのように実装することができるのかご紹
介いたします。本セミナーでは、現在に至るまで施されてきたあらゆるセキュリティ対策をRe:デザインすべく、最新のセキュリティ
対策の考え方を踏まえた、これまでとこれからをつなぐ未来のセキュリティデザインをご案内いたします。
■講師︓兼松エレクトロニクス株式会社 第一ソリューション営業本部 第二営業部 ⻄村 仁志 氏

中⼩企業が求める⼈材を引き込むためのホームページ活用術
有効求人倍率は年々増加し、中小企業においても人⼿不足が大きな経営課題として挙げられています。
会社の成⻑に⽋かせない優秀な人材を確保するために、採用⼒強化は必須です。
採用に関する様々なチャンネルの中でホームページは重要な位置づけですが、効果的な活用が出来ていない企業が数多くあ
ります。本セミナーはホームページを活用した基礎的な採用活動を解説致します。
サイトへの集客⼒アップ、求職者に響く情報発信コンテンツなど、 採用サイト活用の為の最低限必要なノウハウがつまったセミ
ナーです。
■講師︓株式会社ディーエスブランド

リコージャパン Office 365 社内実践セミナー

〜全社員参加︕︕働き方ビフォーアフター〜

リコーグループでは情報共有基盤としてＯｆｆｉｃｅ３６５を採用しております。
本セミナーでは、リコージャパンのＯｆｆｉｃｅ３６５導入背景から、各部署ごとの活用事例について、ビフォーアフター業務
変化のポイントや活用事例を交えて分かりやすくご説明いたします。
■講師︓リコージャパン株式会社 ICT事業本部 ICT企画センター
マイクロソフト企画室 Microsoft365グループ 南雲 晃枝

SDGsって?? ⼀⼈ひとりの⾏動が未来につながる
ホンモノのSDGsの風潮を是非掴んでください
リコーグループは、創業者・市村清による「人を愛し、国を愛し、勤めを愛す」という創業の精神（三愛精神）を企業活動の
原点に据え、「世の中の役に⽴つ新しい価値を生み出し、提供しつづけることで、人々の生活の質の向上と持続可能な社会
づくりに積極的に貢献する」ことを使命としています。 そのため、サステナビリティ活動への取り組み（=SDGsへの貢献）とは
まさに私たちの使命の実践そのものであると考えています。本セミナでは、リコーグループ及び中小企業、⾃治体の具体的取り
組みのご紹介をいたします。
■講師︓リコージャパン株式会社 MA事業セクター 公共事業部
社会イノベーション部 事業企画グループ 米谷 正児（よねや まさる）

電⼦申告義務化への理解とその対応
大企業が⾏う税務申告は、令和2年4月1⽇以後開始事業年度から「電子申告が義務化」されます。国税では、スマート
税務⾏政の実現に向けて、税務⼿続のデジタル化を進めており、法人税申告書別表のデータ形式の柔軟化など、
申告データの円滑な電子提出のための環境整備の取り組みも進んでいます。
このセミナーでは、電子申告義務化と利便性向上施策について、実務上の対応も含めてわかりやすくお伝えします。
■講師︓アクタス税理士法人 税理士・中小企業診断士 丸山 貴弘 氏

お申し
込み
(WEB)
※ FAXでもお申込いただけます。
①

下記URLへアクセス。
[地区︓中部]より、当イベント名「リコープレゼンテーションフェア 2019 in 富山」を選択します。

http://www.ricoh.co.jp/event/seminar/19S072.html

② ご希望のセッション（セミナー）をご選択の上、 「お申し込み」ボタンをクリック。
続いて、セミナーお申し込みフォームの入⼒へ。
※ “展⽰コーナー⾒学のみ(=セミナー申込は無し)”の場合も、同様の手順にて事前のお申込みをお願いいたします。

<お願い>展⽰コーナー⾒学のみの方へ
「セミナー申し込みフォーム」入⼒において
最下部の“コメント”欄へ、おおよそのご来場時間を入⼒下さい。
入⼒例
<ご案内>個⼈情報の取扱い規定のご確認

15時頃訪問予定。

「リコージャパン 個人情報の取扱い」を必ずご確認ください。尚、個人情報に
関するお問合せは、リコーお客様相談室にて受付けております。

リコー お客様相談室
TEL:0120-001-331
＜受付時間＞平日(⽉〜⾦)︓9時〜17時
※土日、祝祭日、弊社休業日を除く

③ 「セミナー申し込みフォーム」ページの必要事項を入⼒していただき、確認画面、最終画面まで進みましたら完了です。

アクセス

富⼭産業展⽰館 東館
（テクノホール）
所在地
〒939-8224
富山県富山市友杉1682
TEL︓076-461-3111

お問い合わせは

リコージャパン株式会社 販売事業本部 富山支社
TEL︓076-421-2191 FAX︓076-425-0450

株式会社河上事務機
TEL:076-425-0450 FAX:076-424-7637
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お申し
セミナー
込み
11/16
(FAX)

フェア 来場・セミナー 事前お申込書
お申し込み FAX番号 （０７６）４２５－０４５０

■ ご来場⽇時、および、参加ご希望のセミナーにチェックのご記入をお願いいたします。(複数可）
※ お申し込みは1名様につき1枚とさせていただきます。 複数お申し込みの場合はコピーしてお使いください。

貴社名

フリガナ

部署
氏名

役職
フリガナ

TEL

メールアドレス

□ １1/20（水）
□ １1/21（木）

ご来場⽇

セミナー

11/20
（水）

セミナー

11/21
（木）

福井コンピュータ
アーキテクト㈱の
VR体験
ご希望⽇時

来場
コーナー

□ AM
□ PM

（

時

分

頃）

□ 【A1】 10:30〜11:30 建設業向け働き方改革セミナー
会
場 □ 【A2】 14:00〜15:00 Boxの活用で業務効率・生産性向上を劇的にアップ︕
内
□ 【A3】 15:30〜16:30 技能伝承 人材育成のための動画活用による標準化

小 □ 【A4】 10:15〜11:45 Windows 7・Office 2010 のEoSとOffice 365 の活用について
会 □ 【A5】 13:30〜14:30
リコーグループが実践する“働き方変革“
議
室 □ 【B1】 15:00〜16:30 チームビルディング〜成果があがる組織の「仕組み」づくりセミナー〜
□ 【B2】 10:30〜11:30 ３Dデータを活用した新しい製造スタイル
会
場 □ 【B3】 14:00〜15:00 セキュリティ対策のRe:デザイン 〜KEL流のセキュリティ対策の取捨選択〜
内
□ 【B4】 15:30〜16:30 中小企業が求める人材を引き込むためのホームページ活用術
□ 【B5】 10:15〜11:45 リコージャパン Office 365 社内実践セミナー
小
会 □ 【C1】 13:30〜14:30 「SDGsって?? 一人ひとりの⾏動が未来につながる
ホンモノのSDGsの風潮を是非掴んでください」
議
室 □ 【C2】 15:00〜16:00 電子申告義務化への理解とその対応

□ １1/20（水）
□ １1/21（木）
□ サスティナビリティ

□ AM (
□ PM (

時頃)
時頃)

福井コンピュータアーキテクト㈱コーナーで、ARCHITREND
過去データをお持ちいただければVR体験ができます。

□ 業務生産向上・イベントソリューション

□ ドキュメントソリューション

□ 基幹業務ソリューション

□ 製造ソリューション

□ 建設ソリューション

□ 介護福祉ソリューション

□ オフィス空間ソリューション

□ セキュリティ強化ソリューション

※ご記入いただきました内容については、本セミナーのご連絡に使用させていただきます。
※このお申し込みを通じて提供された個人情報は、リコージャパン㈱ならびにリコーグループからの製品、
イベント開催のご案内をする目的でのみ利用し、他の目的では利用いたしません。
※リコーグループの個人情報保護基本方針は、http://www.ricoh.co.jp/privacy/をご覧ください。

お問い合わせは

リコージャパン株式会社 販売事業本部 富山支社
TEL︓076-421-2191 FAX︓076-425-0450

株式会社河上事務機
TEL:076-425-0450 FAX:076-424-7637
191008V1R3
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