働き方改革を
カタチに！

Value Presentation 2018 in 岡山
11.22 (木
木)
10:00 - 17:30
リコージャパン株式会社 岡山支社

CONVEX岡山２階 国際会議場
中国リコー会 岡山地域部会

「Value Presentation 2018 in 岡山」では、
“働き方をカタチに” をテーマに、これまでお客様と共に培ってきた
リコーグループの全ての価値を、セミナーや展示を通してご提供さ
せていただきます。
ぜひ、御社の課題解決へのヒントを⾒つけにご来場ください。
セミナー
番号

開催場所

時間
開始

終了

セミナーテーマ名（案内チラシ⽤）

内容

講師名

「事業継続計画」を意味する「BCP」。今年は自然災害の頻発もあり、 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社
特に「BCP対策」が声高に叫ばれるようになりました。
営業マーケティング本部
本セミナーでは「なぜBCP対策が必要なのか？」を切り口に、BCP対
策における理想像から、「まずはここから」と言える現実的な方法ま
で、クラウド（IaaS）を活用したBCP対策について具体例を交えながら 後藤 拓也 ⽒
ご紹介いたします。

A-1

中会議室⑥ 10:30 11:30 今すぐ始める！クラウドを活かしたBCP対策について

A-2

長時間労働是正のための罰則付きの時間外労働の規制、同一労働
同一賃金等を含む働き方改革関連の改正法案が成立し、2019年4
社会保険労務士法人アチーヴ
改正法案成⽴ ！2019年4⽉までに⾒直すべきポイントを徹 月施行となりました。
改正法施行までに長時間労働削減や業務内容に応じて均等・均衡 代表社員
中会議室⑥ 13:30 14:30 底解説！
待遇となるような労務管理が必要となります。
「働き方改革改正法が求める企業の具体的取組とは？」 これと並行して、従業員のモチベーションアップ、多様な働き方等、
池田 文彦⽒
生産性向上につながる仕組み作りも一緒に考えていくと効果的に対
策を進められます。

A-3

B-1

B-2

B-3

中会議室⑥ 15:00 16:00

始動！全社19,000人のコミュニケーション基盤「Oﬃce
365実践と取り組み」

中会議室⑦ 10:45 11:45 RPA活⽤による働き方改革の実現

中会議室⑦ 13:45 14:45

中会議室⑦ 15:15 16:15

リコージャパンは全社員19,000名の新しいコミュニケーション基盤として
「Oﬃce 365」を採⽤。2018年4⽉から利⽤開始し、質の⾼いコミュニ
ケーション環境、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方の実現に向け、
全社で様々な定着化施策を進めています。
また各部門やプロジェクト単位でも活⽤を始めており、メンバー・上司とのコ
ミュニケーション、情報共有、スケジュール調整や会議のスタイルなど、様々
な働き方改革の実践にチャレンジしています。本セッションではリコージャパ
ン（リコーグループ）「Oﬃce 365実践と取り組み」事例のGoodと
Moreを中心にご紹介いたします。

近年話題沸騰の「RPA」。
とは言いつつも、そもそも「RPA」って何？
というお客様もまだまだ多いはず。
「RPAとは？」の基本から「RPA活⽤方法」や「PRA検討時の注意点」
等、事例やデモをなどを交えながら、人とロボットが協働する新しい働き方
と業務オペレーションをご紹介します。

リコージャパン株式会社
ＩＣＴ事業本部 商品企画本部
オフィスソリューション企画室
働き方改革グループ
須永 堅一

株式会社岡⼭情報処理センター
産業システム本部
システムイノベーションG
システム営業T
課⻑
萩原 良紀⽒

移⾏する前に知っておきたい
Windows 10 と Microsoft 365

Windows 7 とは⼤きく異なる Windows 10。これまでの IT 担当者の
リコージャパン株式会社
常識が通⽤しない新しい Windows です。デバイス、Windows、
ＩＣＴ事業本部 商品企画本部
Oﬃce などの選択肢が多様化し、最適な製品/サービスを選ぶのも一苦
マイクロソフト推進室
労です。本セミナーでは、リコージャパンのお客様事例もまじえて
Microsoft365グループ
Windows、Oﬃce の移⾏前に検討すべきポイントを紹介いたします。ま
た、中堅・中小企業の「より一層活躍できる働き方」を実現する統合ソ
鈴⽊ ⼤輔
リューション「Microsoft 365 Business」についても紹介いたします。

時間を掛けずに「違い」を生み出す！
デザイン⼒向上セミナー
〜WordやExcel、PowerPointでもデザインしたい！〜

デザインは、デザイナーが専⽤のツールを使って⾏うものではありません。
「弘法筆を選ばず」ではないですが、WordやExcel、PowerPointなどの
株式会社スイッチ
ビジネスツールを使う方にも、いまや必要なスキルです。
代表取締役
⻑時間にわたるアカデミックな研修を受けなくても、ちょっとした着眼点で
「違い」が出ます。
鷹野 雅弘⽒
サンプルを通して、「違いを生み出す違い」の着眼点、実装方法について
解説します。

展示会場 MAP
国際会議場

VR
ヘルスケア
ヘルスケア

コーナー

建設現場

憩いの場

製 造

会議の場

Ri100
共通
体感コーナー

建設
ＲＩＣＯＨ

セキュリティ

VR

流

コーナー

生産性向上

通

出口

コーナー
Ri100体感コーナー

社内実践

入口

出展内容
お客様にお気に入りのデザインをお持ちいただき、それをお客様ご自身でトートバックにプリントしていただきます。

会議の場

意⾒が出にくい、まとまらない、議事録が残らない．．．といったお困り事に、会議の改革をリコーは提案します。

憩いの場

いい仕事はいい雑談から。自然と弾むコミュニケーションが働き方改革を後押しします。

建設現場

電⼦小⿊板、トータルステーション、VRなど、i-constructionが浸透しています。建設現場の近未来を再現。

コーナー

展示名

出展内容

出展社名

RICOH

リコーかんたんストレージ

パソコンを使わずに複合機やプリンターの操作パネルでクラウドに保存したり、文書を印刷
できます。

RICOH

RICOH

Speedoc for RICOH

カンタン、スピーディに紙文書を多彩な形式の電⼦文書へ変換

RICOH
サイオス

RICOH

電⼒販売サービス

リコーの電⼒販売サービスがお客様の電⼒代の低減と、電⼒使⽤量の削減を実現します。

RICOH

RICOH

ＬＥＤ販売サービス

安心・安全設計の直管型LEDと、屋外使⽤の水銀灯の代替となるLEDランプ

RICOH
ルクス

RICOH

RICOH Pro 5200

プリント・オン・デマンド・チラシからクリアファイルまでも、幅広い⽤紙対応⼒による印刷で
新しいビジネスをご紹介いたします。

RICOH

国際会議場
コーナー

展示名

出展内容

出展社名

共通

ビジネスフォン（Integral－F）

ブロードバンドで企業間通信が変わる。新世代のコミュニケーションに最適なビジネスフォン

㈱⽇⽴情報通信
エンジニアリング

共通

サイネージ

お客様のニーズに合わせたサイネージから、ユニークなディスプレイまで、働き方改革を支援。

菱洋エレクトロ㈱

社内実践

ViCreA

私たちが実際に働いているオフィスをデレビ会議でご紹介します。

RICOH

社内実践

リコーRPA
(ﾛﾎﾞﾃｨｯｸ･ﾌﾟﾛｾｽ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ)

リコーが実践している事務処理のロボット化をご紹介。

RICOH

社内実践

リコーデジタルサイネージ

クラウド配信型なので離れた複数の拠点にも簡単にコンテンツの配信ができます。

RICOH

社内実践

Latittde、Rugged、Wyse

弊社が実際に導入したビジネスPC、過酷な環境に強いタブレット、最新のシンクライアント

デル㈱

社内実践

ビジネスプロジェクター

超短焦点タイプから手のひらタイプまで、様々なシーンで活⽤いただけます。

RICOH

社内実践

クラウドサービス for Oﬃce365

リコーグループはOﬃce365で働き方改革を実践しています。
最新のOﬃceアプリケーションとクラウド型グループウェアなど便利な機能をご紹介します。

RICOH

使える"くらうど"シリーズ
使えるホームページ

様々な業種の課題を、クラウドならではの解決策で生産性を向上します。

生産性向上

生産性向上 奉⾏(クラウド)シリーズ

生産性向上

どこでもワークタブレット
Software LiveTalk

奉⾏のクラウドサービスがマルチデバイス化と「いつでも」「どこでも」を可能にします。
これにより、固定業務にかかる時間確実に削減できます。
屋外から社内ＰＣを遠隔操作してテレワークを協⼒に支援。
働き方改革をサポートするダイバーシティ・コミュニケーションツール。

生産性向上 ノーアイロン「アイシャツ」

着る人のストレスを軽減し、働く人の健康を考えた「アイシャツ」で生産性向上。

生産性向上 OEC RPA Solution

パソコン上の操作や作業をソフトウェアロボットに記憶させ、業務を自動化。人とロボット
が協働する、新しい業務オペレーションによる働き方をご提案します。

生産性向上

郵便料⾦計器
封入封かん機

請求書などの郵便発送業務の全般を画期的に省⼒化します

セキュリティ 次世代フルハイビジョン監視カメラ 離れた場所のリアルタイムな映像をモニタリングすることでセキュリティを強化します。

アサクラソフト㈱
㈱オービックビジ
ネスコンサルタント
㈱富士通
パーソナルズ
㈱はるやま
ホールディングス
㈱岡⼭情報処理
センター
ピツニーボウズ
ジャパン㈱
㈱ティービーアイ

セキュリティ SKY SEA

サイバー攻撃や内部要因による情報漏洩リスクの低減を支援。
また、ＰＣログから従業員の残業状況や労働時間の把握を支援します。

セキュリティ Dropbox と NAS 連携

NASとDropboxを連携により、スマートフォンとの連携などインターネットを使ったファイルの
共有がますます便利になります。

セキュリティ 各種セキュリティグッズ

ソフトを使わないで暗号化できるUSBメモリや、テレワークに必須のセキュリティバックなど
目から鱗のグッズをご覧下さい。

セキュリティ VMware Workspace ONE

業務で使⽤するすべてのアプリケーションを、様々なデバイスからシンプルにそしてセキュアに
アクセスできるようにするプラットフォームです。

ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳ
情報システム㈱

セキュリティ RADIUS GUARD

未認可のPCやスマートデバイス（iPhone,iPad、Androidスマート フォンやタブレットな
ど）からの不正アクセス対策に⽋かせません。

ＳＣＳＫ㈱

Ｓｋｙ㈱
ソフトバンクコマース
＆サービス㈱
エレコム㈱

国際会議場
コーナー

展示名

出展内容

出展社名

製造

FormPat

手書き・Ｅｘｃｅｌ等で⾏っている業務を電⼦化。
ＯＳの異なる様々なタブレットで簡単入⼒！

㈱トスコ

製造

屋内位置情報サービス

作業員の動線データを集計・可視化することで、作業工程の改善や工数削減など生産
性向上に役⽴てます。

RICOH

製造

ＯＴＲＳ
作業を撮影した映像を分析し、動作や作業工程からムダを⾒つけて取り除き、現場の改
（作業分析･業務最適化ﾂｰﾙ） 善を進めます。

㈱ブロードリーフ

製造

作業トレースソリューション
疲労・ストレス測定システム

工場や倉庫の作業員の動線を分析することで作業の効率化を図ります。
疾患を発症する前にケア・医療が必要な対象者を発⾒します。

⽇⽴ｺﾝｼｭｰﾏ･
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱

製造

A1プロッター、Ａ４インクジェット
MOVERIO

小型・軽量・省スペース カラーＡ１プロッター、ビジネス向けインクジェット
スマートグラスによる視覚内へのマニュアル表示、現場映像をもとに遠隔地からの作業指示

エプソン販売㈱

ヘルスケア 次世代型空気清浄機

清浄、脱臭、除菌、ウイルス対策、加湿機能で、クリーンで快適な空間を実現

ヘルスケア 健康王国

利⽤者の笑顔、元気、健康をサポートするレクレーション装置

㈱ダイレクトジャパン
㈱エクシング

ヘルスケア

ほのぼのNEXT (Voice Fun)
ほのぼのmore

介護事業所様向けシステム
障がい者事業所様向けシステムの紹介

ヘルスケア

マルチアイシステム
タオルディスペンサー

周囲360°の撮影を可能にした、全方位カメラシステム
医療、介護、⾷品現場での衛生管理に使い捨てのタオルシステム

ヘルスケア

介護支援⽤ロボット "HAL"
オゾン消臭器

腰への負荷を25%-40%削減する介護ロボット
オゾンにより短時間で強⼒に脱臭します。医療、福祉現場の消臭、衛生管理に最適。

RICOH

ヘルスケア

AED-2150
みまもりベットセンサーシステム

利⽤者のベッド上の状態（起き上がり、座位など）と24時間の生活リズムを把握して、
安心と健康生活を支援します。

RICOH

建設

ＴＲＥＮＤ-ＣＯＲＥ ＶＲ

土⽊現場の３次元、仮想体験をご紹介します。

建設

快速ナビ
デキスパート

革新的な施工ツールを駆使した施工現場を再現します。
i－Constructionへの対応をイメージして下さい

㈱建設システム

建設

ATLUS REAL Evo

設計書データを取り込み、OCR解析の積算機能、自動解析の精度を⾼める積算アシスト
機能等を搭載し、より⾼精度で効率化した積算業務が可能になりました。

㈱コンピュータ
システム研究所

建設

どっと原価NEO

建築業の全社業務の効率化と早期チェック体制の両⽴を支援します。

㈱建設ドットウエブ

建設

水匠、電匠、VectorMaster

設備業のお客様の設計、積算、申請、顧客管理など、業務の全般をサポートします。

㈱システムズナカシマ

建設

住宅プレゼンシステム ALTA VR ALTAで作成したプランを3Dメガネをかければ、仮想体験する事が可能です。

流通

おりこうブログ

販路拡⼤、人材確保、コスト削減に効果⼤のお勧めホームページ

流通

デスクネッツNEO

25のアプリケーションで、すぐに使いこなせ、快適な操作性を実現する、国内最⼤級の
導入実績を持つグループウェア

流通

販・財・給のクラウドシステム
Web給⾦帳

面倒な給与明細の配付作業は、電⼦配信して担当者の働き方改革を実現！

ピー・シー・エー㈱

流通

運送システム ⾞楽

運送会社様に不可⽋な運賃の請求業務、売掛管理業務、傭⾞先への支払業務、買
掛管理業務、報告資料作成業務までが⾏える運送業務システム

㈱オーユーシステム

流通

賃貸革命、売買革命

物件・契約管理、家賃請求・督促・入⾦を一元管理し、業務のミス・ロスを⼤幅に軽減。
売買業務の無駄な手間とコストを削減して、⾒込み客の成約率アップ。

⽇本情報
クリエイト㈱

ＮＤソフトウエア㈱
㈱ドッドウエル
ビー・エム・エス

福井コンピュータ㈱

㈱コンピュータ
システム研究所
㈱ディーエスブランド
㈱ネオジャパン

■ Ri100体感コーナー
体験形式でオリジナルトートバッグをお作りいただけます。
お気に入りの画像をトートバックに印刷し、Ri100の可能性を
ご体感ください

※事前にご予約ください

詳しくは担当営業まで

定員になり次第、受付を締め切らせていただきます
RICOH Ri 100 は、今までにない新たな体験や思い出作りを提供できます

お手持ちの写真をトートバッグにしよう
お客様の思い出の１枚をトートバッグに印刷

お絵描きした絵をトートバッグにしよう
お客様が描いた絵をトートバッグに印刷

会場のご案内
※エスカレーターで 2階総合受付
へお越しください。

【展示会場】
国際会議場
バンケットホール
【セミナー会場】
中会議室

開催会場へのご案内

◆東＜岡⼭・備前・玉野・津⼭＞方面からお越しの方
1.国道2号線ご利⽤の場合
妹尾⻄の交差点付近からは一番左側の⾞線（⽚側3⾞線）に入っておき、『CONVEX岡⼭』の看板を目印に左側道へ入る。その後2号線の上を横断する橋を右折し北進。
2.旧国道2号線ご利⽤の場合
『←CONVEX岡⼭』の看板を目印に、岡⼭市から倉敷市に入った直後の信号「流通センター入⼝」を左折南進。
◆⻄＜倉敷・児島・笠岡・⾼梁＞方面からお越しの方
3.国道2号線ご利⽤の場合
『←CONVEX岡⼭』の看板を目印に、早島中交差点を左折北進。
4.旧国道2号線ご利⽤の場合
『CONVEX岡⼭→』の看板を目印に、「 マルナカ マスカット店」の東側に位置する松島交差点を右折南進。
◆⾼速道路ご利⽤の場合
5.『⼭陽自動⾞道』『瀬⼾中央自動⾞道』を利⽤する方法で、
この場合は、早島インターから2号線「岡⼭方面」に降りていただき、約500メートル東の早島中交差点を左折北進する上記（3）のコースとなります。

※ 個人情報の取り扱いについて、下記内容にご同意の上お申し込みください。
ご記入いただいた個人情報は、
■弊社の内部規定に基づき、適正に管理させていただきます。(参考：http://www.ricoh.com/ja/privacy/)
■弊社取扱製品・サービスに関するご案内、企画⽴案のための分析、アンケートのお願い及びその後のご連絡のために利⽤します。
■上記利⽤目的の範囲内で、個人情報保護に関する約定をしている委託先に提供する場合を除いて、同意無く第三者に情報提供することはありません。
■上記利⽤目的の範囲内で、リコーグループ内(http://www.ricoh-japan.co.jp/privacy/pop_2.html)で共同利⽤する場合があります。
■個人情報の訂正、利⽤停⽌等のお問い合わせは、（株）リコーお客様相談センター(050-3786-3999)にて承ります。

