おかげさまで、リコーは創業80周年。

Link and Start
新たな価値をお客様と共に。

Value Presentation 2016 in 岡山
CONVEX岡山 2Ｆ国際会議場
11.22

Tue

リコージャパン株式会社岡山支社

10:00-17:30

中国リコー会岡山地域部会

「Value Presentation 2016 in 岡山」では、
これまでお客様と共に培ってきまし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。
展示会場 MAP
国際会議場

アンケート

出入口

中会議室6は映像ブースです

中会議室 6

話題のバーチャルリアリティー(VR)や
プロジェクションマッピングなどがご覧
いただけます

出入 口

No

コーナー

展示名

出展内容

1

RICOH

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｰﾄﾞ
｢Make A Wish｣

・参加者が撮った写真の上に､想いや願いを集めITとｱﾅﾛｸﾞで表現します
そのﾒｯｾｰｼﾞのひとつひとつが⼀枚の葉となり､ｲﾍﾞﾝﾄを象徴するｼﾝﾎﾞﾙとして
願いの木 (Wish Tree) を形作ります

RICOH

2

RICOH

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複合機
MPC306

・A4ﾌﾙｶﾗｰ複合機
直感的で使いやすい大型ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙを搭載し､ｽﾋﾟｰﾄﾞ･耐久面でもA3複合機
並みの高い生産性を実現

RICOH

RICOH

･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複合機
MPC3504/4504
・JobMagic
･Speedoc V3

【MPC3504/MPC4504】10.1ｲﾝﾁ大型液晶ﾊﾟﾈﾙを搭載した最新複合機
豊富なｱﾌﾟﾘが選べるｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｲﾄ／人感ｾﾝｻｰによる高速起動／ｽﾏｰﾄ
ﾃﾞﾊﾞｲｽで簡単に文書閲覧､印刷､ｽｷｬﾝ／[JobMagic]ｺﾋﾟｰ機のｳｪﾌﾞｱﾌﾟﾘを
利⽤したｸﾗｳﾄﾞ型名刺管理ｼｽﾃﾑ
【Speedoc V3】ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄを簡単に電子文書化するｽｷｬﾝ機能に加え､XDW形式
での保存や､OCR機能を活⽤したﾌｧｲﾙ変換(ﾃｷｽﾄ付きPDF､Office形式)が
可能なｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝです

RICOH

RICOH

･RICOH Pro C5100
･Clikabele Paper

･ﾌﾟﾘﾝﾄ･ｵﾝ･ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ･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り新しい
印刷物による新しいﾋﾞｼﾞﾈｽをご紹介します
･ｶﾀﾛｸﾞやﾁﾗｼなど紙媒体だけでは伝えられない物をﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂにつなぎ、
誘導するｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝです

RICOH

RICOH

･テレビ会議ｼｽﾃﾑ
P3500
・Apps
･多言語通訳ｻｰﾋﾞｽ

【UCS】RICOH Unified Communication Systemは､いつでも･どこでも､
だれでも･だれとでも手軽なFacetoFace遠隔ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを実現します
【多言語通訳ｻｰﾋﾞｽ】はiPad⼀台で7ヶ国語の対面式通訳が可能､外国人との
円滑なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを支援

RICOH

･短焦点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰを設置し､大型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲのように使⽤できる、
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰｽﾀﾝﾄﾞです
･情報共有ﾂｰﾙとして､縦置き&超至近投写 ﾓﾊﾞｲﾙを超えたﾌﾘｰｽﾀｲﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
・プロジェクターをメイン画面にしiPad3台程度で会議に参加

ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ㈱
RICOH

3

4

5

6

･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ PJｼﾘｰｽﾞ
・Smart Presenter

出展社名

7

RICOH

・IWB6500
・IWB5500

・はじめてでもｽﾑｰｽﾞに使える電子ﾎﾞｰﾄﾞ
｢映す｣｢書く｣｢共有する｣がｺﾝｾﾌﾟﾄの電子ﾎﾞｰﾄﾞです

RICOH

8

RICOH

・LED(RICOH)

・ﾘｺｰ工事ﾚｽLED

RICOH

8

RICOH

・LED(ﾌｪﾆｯｸｽ)

･屋内外で使⽤するﾗﾝﾌﾟ類の開発､設計､製造､販売をしている国内ﾒｰｶｰです
･水銀灯代替／安定器内蔵､天井7m程度

ﾌｪﾆｯｸｽ電機㈱

・電子⿊板
ﾌﾟﾗｽ いますぐｻｲﾈｰｼﾞ

･3年無償保証!ｺﾝﾃﾝﾂ配信はUSBﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘで対応 ｽﾀｲﾘｯｼｭなﾌﾟﾗｽ製ｽﾀﾝﾄﾞ
との組み合わせです
･⼀台でも大規模でも簡単･低価格で導入できるﾘｺｰのｸﾗｳﾄﾞ型ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ
ｺﾝﾃﾝﾂ配信ｻｰﾋﾞｽ

ﾌﾟﾗｽ㈱

9

プラス

10

RICOH

･Office365
･AED

･Office365のご紹介
･業界をﾘｰﾄﾞする信頼性と抜群の実績を有するAEDを､ﾘｺｰがｵﾝｻｲﾄでｻﾎﾟｰﾄ
ﾘﾓｰﾄ監視､操作のｲﾗｽﾄ表示など､｢お客様第⼀｣で製造されたAED

RICOH

11

RICOH

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

THETAの360°画像をｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘにより体験頂けます

RICOH

12

RICOH

・integral-F(電話機)

･integral-F:防水性能で利⽤ｼｰﾝ拡大･電波⼲渉をなくしｸﾘｱな通話を実現

RICOH

13

ｾｷｭﾘﾃｨ

・Ciscoﾈｯﾄﾜｰｸ機器

･導入が簡単で､高性能な小規模企業向けｽｲｯﾁやDISｵﾘｼﾞﾅﾙﾓﾃﾞﾙ
標準2年保守つきﾙｰﾀｰ841Mｼﾘｰｽﾞのご紹介
･Meraki ｸﾗｳﾄﾞ製品(無線 LAN ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ､ｾｷｭﾘﾃｨ ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽとｽｲｯﾁ)を
ご紹介いたします

ｾｷｭﾘﾃｨ

･TRUST DELETE Biz
･OneBe UNO
･ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸお勧め
ｽﾏｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ
･Pepper相談ｺｰﾅｰ

･持ち出すことを前提としたﾊﾟｿｺﾝやﾀﾌﾞﾚｯﾄへの盗難ｾｷｭﾘﾃｨ対策
･持ち出さないことを前提としたﾊﾟｿｺﾝやﾀﾌﾞﾚｯﾄへの盗難ｾｷｭﾘﾃｨ対策
･国産格安ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ､iPad等
･Pepper導入検討中のお客様､ご興味のあるお客様はこちら

15

ｾｷｭﾘﾃｨ

･Deep Discovery
･気づけない攻撃を可視化する 標的型ｻｲﾊﾞｰ攻撃監視ｾﾝｻｰ
Inspector
･重要ｻｰﾊﾞやｸﾗｳﾄﾞ環境を守るために必要な機能を携えた､ｻｰﾊﾞ専⽤ｾｷｭﾘﾃｨ
･Deep Security
･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾒｰﾙ･Webｾｷｭﾘﾃｨを1台で実現するｸﾗｳﾄﾞUTM
･Cloud Edge

16

ｾｷｭﾘﾃｨ

・MSｼｭﾚｯﾀﾞｰMSX-F65

･｢Security&Ecology 国家機密から心の秘密まで｣様々な要望に応える
高機能万能ﾓﾃﾞﾙ
･買って安心､使って安心ﾒｰｶｰ5年保証

㈱明光商会

17

ｾｷｭﾘﾃｨ

･防犯ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ
･除菌ﾀｵﾙﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ

･最新防犯ｶﾒﾗｼｽﾃﾑのご紹介
･自動おしぼり製造機

㈱ﾄﾞｯﾄｳｴﾙ
ﾋﾞｰ･ｴﾑ･ｴｽ

14

ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳ
情報ｼｽﾃﾑ㈱

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ
ｺﾏｰｽ&ｻｰﾋﾞｽ㈱

ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ㈱

No

コーナー

展示名

出展内容

出展社名

18

ｾｷｭﾘﾃｨ

･SubGate
･NECﾉｰﾄPC

･ｳｨﾙｽの拡散を防止するｾｷｭﾘﾃｨｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
･世界⼀軽いUltraBook2機種を展示し､顔認証ﾛｸﾞｲﾝや常時監視の
ﾃﾞﾓを⾏います

㈱大塚商会

19

ｾｷｭﾘﾃｨ

･LanScope Cat
･ﾌﾟﾛﾃｸﾄｷｬｯﾄ
･LanScope An

･資産管理､操作ﾛｸﾞ管理､ﾃﾞﾊﾞｲｽ制御ｿﾘｭｰｼｮﾝ
･検知率99%のﾏﾙｳｴｱ対策ｿﾘｭｰｼｮﾝ
･資産管理機能も備えたMDMﾂｰﾙ

ｴﾑｵｰﾃｯｸｽ㈱

20

ｾｷｭﾘﾃｨ

･Fortinet製品
･PaloAlto製品
･YAMAHA
ﾙｰﾀｿﾘｭｰｼｮﾝ

･UTM市場No.1のFortiGate
・標的型攻撃対策に有効な次世代ﾌｧｲｱｳｫｰﾙPaloalto
・ﾙｰﾀｰ､ｽｲｯﾁ､無線APを⽤いたYAMAHAの⾒える化ｿﾘｭｰｼｮﾝ

SCSK㈱

21

製造

・RFID/RECO-View

・券面が何度も書き換えが出来るRFID(ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾒﾃﾞｨｱ)で
入出庫管理や工程進捗管理､棚卸しを実現

RICOH

22

製造

・構内物流効率化
ｿﾘｭｰｼｮﾝ(AGV)

・簡単導入､簡単工程変更が可能な構内物流の変⾰を実現

RICOH

23

製造

・生産工程可視化ｼｽﾃﾑ
(ALR)

・生産現場における｢異常｣のﾘｱﾙﾀｲﾑ検知や通報､録画映像を活⽤した原因分析

RICOH

24

製造

・作業支援ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ

・画像認識により、うっかりﾐｽを防ぐｵｰﾙｲﾝﾜﾝ作業支援ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ

RICOH

25

製造

・Leapfrog社製
3Dﾌﾟﾘﾝﾀｰ

・さまざまな分野で活⽤されるLeapfrog社の3Dﾌﾟﾘﾝﾀｰ『Creatr HS』の展示と
様々な機種の造形ｻﾝﾌﾟﾙを元に3Dﾌﾟﾘﾝﾀのご相談をして頂けます

RICOH

製造

･iCAD SX他
･NICE営業物語

･機械･装置設計に最適な世界最速ﾚｽﾎﾟﾝｽの3D CAD 設計･製造ﾌﾟﾛｾｽを
⾰新します
･｢受注率ｱｯﾌﾟ｣と｢強い営業ﾏﾝの育成｣を強⼒に支援する営業支援ｼｽﾃﾑ(SFA)
です

㈱ｼｽﾃﾑｽﾞﾅｶｼﾏ

27

共通

･業務⽤空調機
･空気清浄機
･電気ｽﾄｰﾌﾞ
･補助⾦

・お取引先様の空調更新を提案
電気代削減､CO2削減をPR 簡単な更新ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝも⾏います
･最新式の空気清浄機や電気ｽﾄｰﾌﾞで快適なｵﾌｨｽ空間を提案
･国で公募を⾏なっている補助⾦情報を提供
お施主様の潜在ﾆｰｽﾞを引き出し､適正な補助⾦を提案

ﾀﾞｲｷﾝ
HVACｿﾘｭｰｼｮﾝ
中四国㈱

28

共通

・ﾘｺｰ物流改⾰ｿﾘｭｰｼｮﾝ

・納品書発⾏ｼｽﾃﾑ ･ ｵｰﾀﾞｰﾋﾟｯｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ ･自動ｿｰﾀｰ等

ﾘｺｰﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱

29

共通

・ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ「Coke-On」の
・ｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ｢Coke-on｣の説明及びｽﾏﾎﾏｲﾚｰｼﾞﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの体験による
自動販売機ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
無料ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ実施
体験

ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄ㈱

30

福祉

･ほのぼのNEXT
･ほのぼのmore

・導入実績抜群の介護ソフト
・障がい者福祉サービスの様々な業務をサポート

NDｿﾌﾄｳｴｱ㈱

31

福祉

・健康王国

・簡単にﾚｸﾘｴｰｼｮﾝのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが作れる高齢者向け⾳楽療養ｺﾝﾃﾝﾂ

㈱ｴｸｼﾝｸﾞ

建設

･CADEWA Real
･ARROWS Tab
Q506/NB
･出退勤管理ｼｽﾃﾑ
きんむ@君

･｢⾒える化｣｢⾒せる化｣の更なる追求で高品質な設計･施工を支援
ﾘｱﾙﾀｲﾑ3DCG搭載設備CAD
･現場/ﾓﾊﾞｲﾙ利⽤に最適な堅牢防水ﾀﾌﾞﾚｯﾄ
･手のひら静脈認証を活⽤しての出退勤管理ｼｽﾃﾑ

㈱富士通
ﾊﾟｰｿﾅﾙｽﾞ

33

建設

･ANDES-水匠
･ANDES-電匠
･VectorMasterPro

･使いやすさ･速さ･拡張性を追及した水道CAD 給水･排水申請業務および
施工図･本管図の作成業務の効率化が図れます!
･豊富な部材(約4000点)を搭載､照度計算から照明器具の自動配置､
材料拾い出しなど業務にも特化した電気設備向けCAD
･送られてきたPDF図面を再利⽤できるようCADﾃﾞｰﾀへ変換できます

34

建設

･ﾃﾞｷｽﾊﾟｰﾄ
･INNOSITE

･全国ｼｪｱNO.1の⼟木施工管理ｿﾌﾄ
･i-Construction対応､3次元ﾃﾞｰﾀ作成ｿﾌﾄ

建設

･⼟木積算ｼｽﾃﾑ
｢ATLUS REAL｣
･住宅ﾌﾟﾚｾﾞﾝｼｽﾃﾑ
｢ALTA｣

･早く･簡単･正確をｺﾝｾﾌﾟﾄに､多様化する入札体系に対応した⼟木積算ｼｽﾃﾑ
･新築住宅･ﾘﾌｫｰﾑに最適なﾌﾟﾚｾﾞﾝを時間と手間をかけずに提案資料を作成し､
受注率向上に貢献します

･ｱｰｷﾄﾚﾝﾄﾞ ZERO
･ｱｰｷﾄﾚﾝﾄﾞVR
･EX-TREND 武蔵

･間取りや屋根などの基本ﾃﾞｰﾀから瞬時に3次元化し､各種図面やCGﾊﾟｰｽなどを
作成する建築CADｿﾌﾄです
福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ㈱
･ｱｰｷﾄﾚﾝﾄﾞZEROで作ったﾌﾟﾗﾝがﾊﾞｰﾁｬﾙﾓﾃﾞﾙﾊｳｽとなり、体感できる究極の住宅
福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
ｱｰｷﾃｸﾄ㈱
･"i-Construction"の対応から現場施⾏まで､現場の省⼒化をﾄｰﾀﾙで
実現します

26

32

35

36

建設

㈱ｼｽﾃﾑｽﾞﾅｶｼﾏ

㈱建設ｼｽﾃﾑ

㈱ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ
研究所

No

コーナー

展示名

出展内容

出展社名

ｻｲﾎﾞｳｽﾞ㈱

37

流通

･kintone
･ｻｲﾎﾞｳｽﾞOffice
･ｶﾞﾙｰﾝ

【業務に合わせて作れる】開発の知識がなくても自社の業務に合わせたｼｽﾃﾑを
簡単に作成できる､ｻｲﾎﾞｳｽﾞのｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽです
業務ｱﾌﾟﾘを直感的に作成でき､ﾁｰﾑ内で共有して使えます
【始めやすいｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ】外出先からのｽｹｼﾞｭｰﾙ管理や稟議書などの情報共有が
ｸﾗｳﾄﾞで簡単にできるｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱです
【もっとこだわりたいｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ】全社の情報共有を集約し､ﾁｰﾑの⼒を最大限に
高めるｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱです
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流通

・大臣ｼﾘｰｽﾞ
連携ｿﾘｭｰｼｮﾝ

・基幹業務ｿﾌﾄとﾀﾌﾞﾚｯﾄによるﾊﾝﾃﾞｨｼｽﾃﾑ
勤怠管理ｼｽﾃﾑ､通販事業に特化した通販ｿﾌﾄを展示いたします
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流通

・おりこうﾌﾞﾛｸﾞDS

・ｽﾏﾎ対応の簡単に更新ができるﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成ｿﾌﾄ､会社案内のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の
冊子､ﾁﾗｼも作成可能

㈱ﾃﾞｨｰｴｽﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

・あらゆる勤務環境において、時間にまつわる情報を完全に掌握し、活⽤する
最新の勤怠管理システムです
・多くの業種向けに利⽤できる販売、生産管理システムです
特に製造業、加工業、設備業には最適です
・8,000社以上の導入実績をもつ、最新のクラウドシステムです
サーバーを置かずに簡単、低価格で会計から給与、販売、仕入在庫システムを
利⽤できます

ﾋﾟｰ･ｼｰ･ｴｰ㈱

・クロノス / ZAION
テレタイム
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流通

・売上原価Pro
・PCAクラウド

41

流通

・柔軟なカスタマイズで幅広い業種・業務にフィット！
・スーパーカクテル
業務効率・経営品質の向上を支援します
デュオ 販売
・食品を扱う企業の業務に特化したパッケージで、品質の向上、コスト削減、
・スーパーカクテル
食の安心・安全を支援するシステム
デュオ FOODs
・食品製造に必要な原料、資材、試作品、商品の規格情報を⼀元管理する
・食Quality
品質情報管理システム
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流通

･奉⾏10ｼﾘｰｽﾞ
･年末調整申告書ﾂｰﾙ

･人と業務をつなぐことで企業業務全体の生産性をあげる新しいﾊﾟｯｹｰｼﾞｼｽﾃﾑ
･年末調整の申告書の作成の回収をWebで⾏うことで､業務時間を8割以上
削減できます

流通

･使えるｸﾗｳﾄﾞSFA
･使えるﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ｽｰﾊﾟｰいいね!2
･使えるﾒｰﾙ

･ｸﾗｳﾄﾞ環境を使⽤した､誰でも簡単な操作で⾏える営業支援ｼｽﾃﾑ
お客様の環境に合わせたﾃﾞｰﾀの管理が可能です
･誰でも簡単にﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの編集･更新が⾏えて､効果的で高機能な
WEBｻｲﾄ作成&更新が⾏えます
･⼀⻫ﾒｰﾙ配信ｼｽﾃﾑ 災害時のBCP対策や連絡網としても活⽤できます

･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ

・建物の形状に合った映像をプロジェクターで投影しあたかも実際の物が動いたり
するような印象を与える映像表現技法です
屋外、屋内広告イベント、ライブなどのインパクトを高める演出で集客話題作りに
寄与します

43

6-1

共通

･ﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｯｸｼｱﾀｰによる
ﾐﾆｼｮｰｳｲﾝﾄﾞｰ

㈱ｵｰﾕｰｼｽﾃﾑ

㈱ｵｰﾋﾞｯｸ
ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

ｱｻｸﾗｿﾌﾄ㈱

㈱広島ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞ

・商品実物とホログラム映像を組み合わせて、従来のディスプレイ展示やカタログで
表現しきれない情報をお伝えします
イベントや店舗での効果的な販促ツールとしてご活⽤頂けます

・紙ｱﾌﾟﾘ

・描いた絵が大画面にまるで命を吹き込まれたように動き出し
｢自分の描いた絵が､動いた!｣ という驚きと感動が体験できます
・人を集めたい､集まった人へのｻｰﾋﾞｽを向上させたいというﾂｰﾙとしてご使⽤
いただけます

RICOH

共通

・紙ﾀﾞｲﾅｿｰ

・塗り絵をした恐⻯ｷｬﾗｸﾀｰが3Dになって動き回るｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝです
色の塗り方によって動き方が変わってきます
・3台のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ連結による大画面でご体験頂けます

RICOH

共通

・THETA

･箱型簡易VRｽｺｰﾌﾟとTHETA⽤ｱﾌﾟﾘの使⽤により360°画像の体験をして
いただけます
･ﾎﾟｽﾀｰを使⽤した簡易ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞを体験していただけます

RICOH

･ｲﾍﾞﾝﾄや店頭ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝに合わせて自由にｺﾝﾃﾝﾂを組み替えられるﾀｯﾁ対応
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞです
・人型投影板と⼀体の新しいﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ
足止め効果に威⼒を発揮
展示会やｲﾍﾞﾝﾄ､売り場､店頭ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝに最適です

RICOH

6-2

共通

6-3

6-4

･ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ
6-5

応研㈱

共通

･ﾊﾞｰﾁｬﾙﾏﾈｷﾝ

《セミナーのご案内》
セミナー
番号
基調講演

Ａ－１

Ｂ－１

Ｂ－２

Ｂ－３

時間／場所

13:30~14:40
(70分)
バンケットホール
定員 80名
10:15~11:15
(60分)
バンケットホール
定員 60名

11:30~12:30
(60分)
中会議室⑦
定員 40名

15:15~16:15
(60分)
中会議室⑦
定員 40名

講演者
NPO法人ベースボールスピリッツ理事⻑
パーソナルトレーナー
奥村 幸治 氏

ソフトバンクコマース＆サービス株式会社
ＩＣＴ事業本部 ＭＤ本部
ドローン＆ロボティクスマーケティング室
鈴木 克哉 氏
株式会社リコー
ＶＣ事業センター
デジタルサイネージ事業室
室⻑
花井 厚
トレンドマイクロ株式会社
広域営業本部
⻄⽇本営業第2グループ
アカウントマネージャー
坂中 勇介 氏

タイトル／内容
〜 プロ野球チームにみる強い組織の作り方 〜
オリックスにて、現マイアミ・マーリンズのイチロー選手の専属打撃投手を務め、
「イチローの恋人」として⼀躍マスコミに紹介され、話題の人となりました
また、少年野球チーム（宝塚ボーイズ）を結成し、自ら監督を務められて
おり、2007年新人王を獲得した⽥中将大は教え子の⼀人です
イチロー選手や⽥中選手についてもふれた著書も出版されている方です
野球を通じて強い組織のつくり方について講演いただきます
ソフトバンクＣ＆Ｃが考えるドローンビジネス
ドローンの国内活⽤事例や今後拡大される市場感のご説明を致します
来店者４倍！売上倍増！「６つの成功法則」
最新デジタルサイネージ20事例！
来店者を4倍に増やし売上倍増 デジタルサイネージで成功したお客様に
共通する6つのポイントを、店舗・ショールーム・展示会など様々なシーンで
最新活⽤例を交えてご紹介します
お客様が1秒で足を止めるインパクトのあるサイネージで
「売上を増やしたい」「少ない投資で大きな成果を得たい」とお考えの方は、
是非ご参加下さい
標的型サイバー攻撃/ランサムウエア 脅威最前線2016
猛威を振るう標的型サイバー攻撃やランサムウエアの実態と、対策の
ポイントをご紹介いたします
リコージャパンが提供する ワンストップ電⼒ソリューションのご紹介

Ｃ－１

Ｃ－２

Ｃ－３

Ｃ－４

Ｃ－５

10:15~11:15
(60分)
小会議室①
定員 20名

13:00~14:00
(60分)
小会議室①
定員 20名

11:30~12:30
(60分)
小会議室②
定員 20名

15:15~16:15
(60分)
小会議室②
定員 20名

13:00~17:00
(240分)
小会議室③
定員 20名

リコージャパン株式会社
社会インフラ事業本部
スマート＆エネルギー事業部
事業部⻑
染川 聡⼀郎

笹井社会保険労務士事務所
代表 社会保険労務士
笹井 茂樹 氏

リコーインダストリー株式会社
戦略統括室 新商品販売企画
グループ シニアスペシャリスト
和⽥ 真⼀ 氏

NDソフトウエア株式会社
ソリューション事業部 中国四国営業所
営業係
中四国リーダー
森川 寛康 氏
株式会社コンピュータシステム研究所
広島営業所
所⻑ 隈 康成 氏
株式会社建設システム
営業部 営業支援課
係⻑ 高木 啓 氏

スマート社会を環境のリコーが支えます
リコージャパンはオフィスにおける課題をさまざまなソリューションで解決して
きましたが、さらに電⼒販売サービスにより、エネルギーインフラまでを
ワンストップでご提供いたします
環境経営(環境保全と利益創出)に取り組むリコージャパンの電⼒販売
サービスは電⼒料⾦低減とともに電⼒使⽤量削減も同時に実現する
エネルギーソリューションです
リコージャパンがご提供する電⼒の切り替えポイントをご紹介します
注目の法改正より紐解く 企業の労働はこう変わる
〜労務管理転換時代に備えて〜
ストレスチェック対策・マイナンバー対策・今後の法改正
ストレスチェック、年休管理簿の義務化などを受けて、多くの企業が
就業規則等の各種規定を⾒直しております
当セミナーでは、労務に関連した裁判を例に今後の労務対策のポイントを
説明いたします
リコーインダストリーに於ける「⾼品質を実現する⾒える化」への取り組み
〜ＩoＴの製造実践〜
リコー製複写機・プリンターのKeyとなる部品を製造するリコーインダストリー
厚木事業所で生産に使⽤する加工設備射出成型機等の設備の
稼働状況をいかにマネジメントしているか？
生産現場での自作設備を活⽤した、製品品質の確保事例をご紹介します
併せて社内実践で培った技術の中から、今後「お客様へもお役⽴ちできる」
設備機器のご紹介もいたします
介護現場の電子化と岡山県版地域包括ケアシステム
「ケアキャビネット」の紹介
医療と介護の連携が岡山県下で徐々に進む中、具体的に岡山県の
医療介護連携システムであるケアキャビネットをご紹介させて頂きます
岡山県の最新事情と安全体験セミナー
岡山県独自の積算のノウハウと、設計書作成技術の習得、安全対策の
ポイントについてご説明致します
積算体験＆i-Construction(ICT施工）導入支援セミナー
i-Constructionにおける点群処理及び３次元設計データ作成のポイントを
伝授いたします。
2セミナーでCPDS 4ﾕﾆｯﾄ

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
中会議室⑥

【セミナー会場】

バンケットホール
中会議室⑦
小会議室①②③

開催会場へのご案内

◆東＜岡山・備前・玉野・津山＞方面から起しの方
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＞方面から起こしの方
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。

