
2018年 12月5日(水)  

13:30 – 17:00 (受付開始 13:00予定)  

2018年 12月6日(木)  

10:00 – 17:00 (受付開始 9:45予定)  会場:リコージャパン新潟支社 

貴社名、お電話番号、ご来場いただく方のお名前、所属部課名、参加セミナーのご記入 

来場予定時間に〇をつけてください。 

 

上記内容の利用につきましてはセミナーのお申込み業務に活用させていただきます。 

収集したこれらの個人情報は適切な安全対策のもと管理し、原則としてお客様の同意なく第三者へ開示・提供いたしません。 

会 場 ご 案 内 図 
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〒950-0885  新潟市東区下木戸1-18-30 

TEL：025-275-8111  FAX：025-275-8119 

■担当営業 

新潟支社 

TEL：025-258-1000  FAX：025-258-7700 

FAX 025-258-7700 

 必要事項をご記入いただき、下記のＦＡＸ番号までお申し込みください 

セミナー一覧 

①■12月5日 14:00～15:30 【ハンズオンセミナー】  定員：10社(1社2名様まで) 

      

   
 

  

    

②■12月6日 10:00～11:00              定員：20名 

   

③■12月6日 13:30～15:00 【ハンズオンセミナー】  定員：10社(1社2名様まで） 

                  

  

④■12月6日 15:30～16:30              定員：20名 

                

  

貴社名       TEL     
参加セミナー    

番号 
参加日程 

お名前(お申込み窓方)   部課名         5日PM 

      
【役職】 

          
6日 
AM/PM 

お名前       部課名         5日PM 

      【役職】           
6日 
AM/PM 

お名前       部課名         5日PM 

      
【役職】 

          
6日 
AM/PM 

お名前       部課名         5日PM 

      
【役職】 

          
6日 
AM/PM 

お名前       部課名         5日PM 

      
【役職】 

          
6日 
AM/PM 

「勤怠管理のシステム化で、働き方改革関連法案（労働基準法改正） 
                        ＆労基署対策！実際の業務を体感できる！勤怠管理ハンズオンセミナー」  
 
講師：株式会社オービックビジネスコンサルタント 福嶋広大氏 
 
働き方改革関連法案（労働基準法改正）や労基署調査、過重労働解消への対策は万全でしょうか？ 
企業に求められる勤怠管理はますます煩雑化する一方、今まで以上に正しく管理されることが求められているため、多くの企業がシステム
化を進めています。本セミナーでは5,000社120万人が利用する勤怠管理システムをハンズオン形式で体感いただけます！打刻データの
取込から出勤時間などの自動計算、帳票出力、給与システムへのデータ連携までの一連の流れを操作いただくことが可能ですこの機会
にぜひご参加ください! 

仕事がはかどる！ コクヨの簡単書類整理術 
講師：コクヨ株式会社 中村 博氏 
 
あなたのデスク、書類が山積みではありませんか？書類が発生したら、とりあえずクリヤーホルダーにさっと入れて、他の書類の上に置いてしまうと
いう動作が、知らず知らずのうちに習慣化されてしまっている方も多いのではないでしょうか。1人あたりの書類を探す時間は、1日平均約20分
（コクヨ調べ）。書類が山積みでは、必要な書類が見つかりづらくなり、さらには作業スペースもなくなり、仕事を進めるうえで支障をきたします。
そのような問題をコクヨの簡単書類整理術で解決しませんか？ 

ホームページ活用セミナー 
講師：株式会社ディ―エスブランド 関東第二営業部 部長 長島将光氏 
 
「そもそも何で会社のホームページって必要なの？」「ホームページの活用法が分からない」 こんなお悩みを基礎から分かりやすく解決します！ 
実際の操作を体感いただくことでより理解を深めていただけるセミナーとなっております。 

『リコージャパンのBCP対策事例セミナー』 
講師：RICOHジャパン株式会社 高橋浩和氏 
 
リコーグループでは「万が一の大災害や事故」が発生した場合に、それによる被害を最小限に抑え、事業をすぐに復旧し継続できるようBCP
（事業継続計画）を構築しています。 
本セミナーでは事業継続計画そのものに加え、実施・運用、教育・訓練、是正・見直しを含めて考えるBCM（事業継続マネジメント）の範
囲までをBCPとして紹介します。 



OBC 

DSブランド 

RICOH 
新たな価値を生み出す働き方へ 
リコージャパンがお手伝いいたします 

 
リコージャパンは働き方改革を、「場所にと
らわれない働き方の実現」「長時間労働
の是正」「コミュニケーションスタイルの改
善」「業務効率の向上」4つの視点から考
え、お客様の環境やご要望に応じた新し
い働き方の実現をご支援いたします。 

PDCAサイクルの実践で 
効果の出るホームページへ 

 
ホームページがただあるだけになっていません
か？開設目的を達成し十分に効果を上げ
られていますか？人材確保・集客アップ・企
業イメージアップにはおりこうブログDSが最
適です。 

奉行流働き方改革は安心と実現性を
兼ね備えています 

 
約40年間企業の業務に向き合い、56万社以
上の導入実績があるOBCだからこそ、業務の
特性に合った時間削減の手法を提供すること
ができます。どんな企業でも、成果を維持したま
ま確実に労働時間の削減に取り組むことが可
能です。 

トラステック 

ダイレクトジャパン 

Microsoft 

営業支援アプリ『a_REC』 スマホ１つ
で営業報告書を作成、出力 

 
営業支援アプリ『a_REC』 
 営業マンが本来欲しかった機能を実現  
●スマートフォンで１日の活動を簡単に記録 
●記録を元にスマホから報告書を印刷  
●蓄積データが売上アップに貢献  

快適なオフィス環境は 
生産性向上に不可欠 

 
高性能空気清浄機により高い集塵・脱
臭・除菌性能を実現し、職場の空気環
境改善による作業能率向上に貢献致し
ます。  
 
 

出展：POD・IWB・ガーメントプリンタ・クリッカブルペーパー他 

出展：奉行クラウドシリーズ 

出展：おりこうブログDS 

出展：a_REC 

出展：オフィス向け空気清浄機 

 
UTMセキュリティの決定版 

 
フォーティネットは、継続的に進化する脅威
からネットワーク、ユーザー、およびデータを
保護する高性能なネットワークセキュリティソ
リューションを提供します。トップクラスのソ
リューションと集中管理型の幅広いポート
フォリオは、セキュリティの統合を可能にし、
シンプルなエンドツーエンドのセキュリティイン

フラストラクチャを提供します。 

作業分析／業務最適化ソフトウェアの
「OTRS」は、映像による動作分析、
時間分析などの機能により、生産・製
造現場の作業時間短縮・省力化・コ
スト低減ができるソフトウェアです。名
称の由来はOperation Time 
Research Softwareの頭文字から
来ています。「OTRS」は、実際の作業
映像を分析することで業務の見える化
を進め、ムリ・ムダ・ムラを取り除くことが
できます。さらに作業の標準化を図るこ
とができ、作業の改善によるコストダウ
ンや品質の均一化を実現できます。ま
た、OTRSは作業指示書の作成もで
き、教育訓練の材料や技能伝承の
ツールなど、さまざまなシーンで活用で
きます。その用途は製造業にとどまらず、
物流、医療・介護、農業、教育など、
さまざまな現場に広がっています。  

コクヨの整理アイテムと 
防災用品 

 
一日どのくらい書類検索に時間
がかかるかご存知ですか？書類
整理を行うことで生産性がアッ
プ！また、社員を守る防災用品
も展示いたします。 

文武堂の女性社員がおすすめするアイテム 
 

女性ならではの視点から役に立ちそうな文具や事務用品・仕事に彩を加える
面白いアイテムなどを展示いたします。フェア当日のみの特価にて即売会も実施

いたします。 

AFP業界No.1のDAIKIN 
夏の冷房より冬の暖房のほうが電力消費が大きいことをご存知
ですかダイキンのエアコンに更新していただくと、最大70%も電気
料金が削減できる場合も！インフルエンザ対策の空気清浄機も
実機展示！ 

出展：ストリーマ空気清浄機/エアコン 

出展：KaTaSu：NEOS：防災用品 出展：UTM:FotiGate 出展：OTRS 

１つのExcelをみんなの共有へ 
 
MagicLogicは今ご利用のExcel業務を
簡単にWebシステム化することで、 
データのリアルタイム共有を実現します。 
社内はもちろん、社外にいても、スマホや
タブレットでリアルタイムに情報共有。 
さらに、お使いのExcel帳票は、そのまま
のレイアウトでご利用いただけます。 
誰でも簡単にシステム化ができる
MagicLogicは、最低限の投資で最大
級の効果を 
お約束します。 

出展：MagicLogic 


