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主催：リコージャパン株式会社
協賛：リコー販売店グループ

・エグゼクティブセミナー
：4階 国際会議室

・課題解決セミナー
：3階 小会議室

・ソリューション展示
：3階 中会議室

新潟市中央区万代島6-1
TEL：025-246-8400

経営トップ・幹部の方々を対象に、各界の著名な方を講師にお招きし、経営改革のヒントやノウハウをご紹介するセミナーです。

エグゼクティブセミナー 4階 国際会議室 定員220名 参加費無料

■開催日時 7月11日（水）

13:30〜15:00

ディズニーランド 伝説のトレーナー

ディズニーの人材育成を紹介・解説したビジネス書はたくさんあります。読む
と「さすがディズニー！ このやり方をぜひ自社にも導入・応用したい」と思い
ます。でも実際にやろうとすると、なかなかうまくいきません。そして結局「そ
れって、ディズニーランドという場所だから、ディズニーというブランドがあるから、
できるんだ」となってしまいます。
しかし「それは言い訳だ」と町丸氏は言います。たしかにそういう面はあるけ
れど、⼈材の育成や管理については⼯夫次第でどんな組織でも使えると。

町丸氏は実際、ディズニー以外の場所でそれを導入・応用し、成果を出し
てきました。その「ディズニーで学んだこと」×「町丸イズム」をフルに活かした
スタッフ育成指導のやり方・考え方を町丸氏本人が語ります。

●プロフィール
20歳で東京ディズニーランド⼊社（準社員）、仕事・⼈⼼掌握能⼒が評
価され、第１期シニアキャストに抜擢。トレーニング・現場マネジメントの基礎
を学ぶ。レジャー施設やショッピングセンター、小売り業等を経験し、「ディズ
ニーで学んだこと」×「町丸イズム」でスタッフ育成に貢献、業績を上げる。
『社会⼈として⼤切なことはみんなディズニーランドで教わった』（香取貴信・著）

に、主人公の「香取くん」を厳しく指導する「最強かつ最恐の上司」 として登
場した「町丸さん」。ディズニー“最恐トレーナー”として有名。

ディズニーランド伝説のトレーナーが明かす

ミッキーマウスに頼らない

本物の指導⼒

町丸 義之 氏

■開催日時 7月12日（木）

13:30〜15:00

無形文化財 鎚起銅器
株式会社 玉川堂
代表取締役社⻑

200年に渉って鎚起銅器の技と事業を継承し続ける、その経営の根底
には常に「革新」があった。
歴代の当主が培ったその不屈と⾰新の精神を軸に、商品開発、流通、

人材育成、産業観光など、あらゆる場⾯で⾰新的経営⼿腕を⾒せる
玉川堂七代目当主。歴史を受け継ぎ、次世代へ繋ぐために今すべきは、
常識を疑い、今をリセットすることで新たな価値を⽣み出す事である。

変わらぬことを守るために変わり続ける。歴史の中で研ぎ澄まされて来た
企業精神を今に活かす、その実態を講演します。

●プロフィール
1970年、新潟県燕市出⾝。2003年に七代目・代表取締役に就任。
200年に渉る鎚起銅器の技術を継承すると共に、海外ブランドとのコラボ
レートや異業種との新製品開発など、地場産業として国内唯⼀の鎚起銅
器産地の発展に尽⼒している。2014年8⽉、東京⻘⼭に直営店第⼀号
の⽟川堂⻘⼭店を開業。2017年には直営2号店である銀座店を
GINZA SIX内にオープン。海外直営店開業も視野に、燕三条地域全体
の観光産業都市化に向けた地域活性に取り組む。

伝統とは革新の連続
変わらないために変わり続ける

玉川 基⾏ 氏

■会 場 国際会議室

■定員：220名

指定駐⾞場：Ｄ駐⾞場（無料）

�指定駐⾞場が満⾞の場合は、A/B/C/E
いずれかの駐⾞場にご駐⾞をお願いします。

（無料サービス券をお出しいたします）

�ホテル日航新潟 地下駐⾞場につきましては無料

サービス券をお出しできませんのでご了承ください

朱鷺メッセ

Ｄ駐⾞場
会場入口

■会 場 国際会議室

■定員：220名

セミナー№

E1

セミナー№

E2

“働き方”にイノベーションを。

私たちリコーグループは、社員全員がお客様と向き合い、
経営や業務に関する課題解決を支援いたします。
SolutionWay新潟2018では、「働き方改革」をはじめ
とした様々な課題に役⽴つ解決策をセミナーや展⽰を通
じてご紹介いたします。

朱鷺メッセ

1
（水）

1

オススメ！ オススメ！

7月
両日とも 9:30 ～ 17:30



開催時間の15分前から受付を開始いたします

課題解決セミナー 3階 小会議室 定員33名 参加費無料

｢働き方改革」「オフィス改革」「業務改革」実現に向け、
ヒントやノウハウをご紹介するセミナーです。

117月 日（水）

【ICT部門、業務部門向け】
ホワイトカラーの生産性向上、第4次産業革命の到来、そして働き方改
革に大きく寄与するソリューションと言われているRPA。
リコージャパンでは、いち早くシェアードサービスの業務部門に適用し、パイ
ロット導入を経て本稼働実践に着手、デジタルレイバーとして活躍してい
ます。実践の中では、定量的・定性的な効果が得られており、2019年
までに415を超える業務のロボット化を計画しています。
一方、リコージャパンの実践で培った価値をお客様にお届けすべく、RPA
活用支援サービスとして提供を開始しました。
本セミナーでは、働き方改革と新たな価値創造に寄与するRPAに関する
リコージャパン実践事例をご紹介します。

10:00〜11:00 小会議室303

働き方改革と新たな価値創造に寄与する
業務自動化の実践 リコージャパンのRPA活用実践

リコージャパン株式会社
ICT事業本部 商品企画本部 RPA企画室

月原 俊樹

ICT活用

№ 1

【⼯場⻑、製造部門向け】
技術伝承、⼈材育成、⽣産性向上のための活⽤事例をご紹介

製造業の皆様が取り組まれているトヨタ生産方式に代表される改
善メソッドは、今や業種・業態を超えて、製造現場だけではなく、ス
ーパーマーケットや病院、小売店舗、CAD設計、オフィスワークなど
幅広い領域で活⽤されています。今回は改善メソッドの中でも特に

活用が進んでいる動画を使った標準化についてOTRSの実機を使
用し、人材育成・生産性向上・技術伝承での活用ケースをご紹介
します。

10:30〜11:30 小会議室304

OTRSを活用した業務改善・生産改善・
技術伝承について 株式会社ブロードリーフ

マイスター（主任研究員）
事業構想大学院大学 客員研究員

大岡 明 氏

製造業

№ 2

【経営層、人事部門、ICT部門向け】
近年では、どの企業様においても採⽤活動に苦戦を強いられてい

るお声を伺う事が非常に多いです。
後々会社を担っていくような優秀な人材を獲得するためには、
WEBサイトの活用が最大限に効果を発揮します。自社サイトを活
用した求人活動に効果のあるホームページの活用について、実践
事例を交えながらご紹介致します。採⽤活動にお悩みの企業様、

必⾒の内容です。

16:10〜17:10 小会議室305

採用サイト作成＆ホームページ活用セミナー
WEBサイトを活用した人財獲得について

株式会社ディーエスブランド
関東第二営業部 部⻑

⻑島 将光 氏

人財採用

№ 6

15:30〜17:00 小会議室303

【販売促進部門、営業部門向け】
販売促進において何が重要か？
本当に売り上げを上げる事を考えるなら、自社の商品やサービスの
「価値を伝え、続けること」が重要です。販促物とは、商品の持つ
価値を情報として発信し、⼀般⽣活者の中から⾒込み客を発掘
し、同業他社ではなく「あなたのところから買いたい」と思ってもらうた
めのツールなのです。お客さまが迷わずあなたのところにたどり着ける
「シナリオ」を準備することが、この現代に通用する一手につながりま
す。あなた(御社)の売り上げアップのシナリオを描くヒントを、事例を
交えて楽しくわかりやすくお伝えします。

営業・販促・宣伝スタッフに伝えたい
「売り上げアップ」に導く「販売促進」のシナリオとは

ライズマーケッティングオフィス株式会社

田中 みのる 氏
販売促進

№ 4

15:45〜16:45 小会議室304

【経営層、総務部門向け】
平成30年4月より平成29年度補正サービス等⽣産性向上IT導
入支援事業の公募が始まります。この支援事業は、中小企業・小
規模事業者のITツール導入について一部費用を補助することで、
業務効率化・売上アップを⽀援し、経営⼒の向上・強化をはかるこ
とを目的としています。この事業の内容について知っていただき、補助
事業をうまく活用して頂く事が重要です。
今回のセミナーでは、補助⾦を獲得する⽅法や⼿順とポイントにつ
いて説明いたします。

平成29年度補正サービス等生産性向上
IT導⼊補助⾦ 概要説明 失敗しないIT導入について

リコージャパン株式会社
ICT事業本部 商品企画本部 ソリューション統括室

山崎 明洋

補助⾦

№ 5

11:00〜12:00 小会議室305

【経営層、ICT部門向け】
個⼈情報保護法の⼤幅改正から約１年、毎⽇のように個⼈情報漏え
い事件・事故の報道があります。医療・介護・障害福祉事業者様として
サービスを利⽤されている利⽤者様の情報はもとより、利⽤者様の家族
情報、従業員、パート、アルバイト、協⼒業者の個⼈情報、プライバシー
に関する機微な情報など漏えいしては問題がある情報も多いかと思いま
す。また、マイナンバーの活用範囲が広まってきている中、マイナンバーの
取扱い、管理には⼗分な注意が必要だと考えます。個人情報保護、マ
イナンバーの取扱いについての理解を深め、取扱い⼿順や管理に関する
ルール作りとそれを周知・順守してもらうことが重要になってきます。自組
織での⽇々の業務で注意すべき点など事例もご紹介しながら、ルール作
り、教育の参考になる情報をご紹介します。

大丈夫ですか？ 個人情報管理
事例から学ぶ個人情報保護の対応

リコージャパン株式会社
販売事業本部 新潟支社 ソリューション営業部

ISMS審査員補 杉山 正道

セキュリティ

№ 3
福祉事業者向け

オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！



セミナーのお申し込みは7月6日が締め切りです。お早めにお申し込みください

10:00〜11:00 小会議室303

Office をもっとお得に活用する方法!!

【経営企画・ ICT部門向け】
Office 2007 の延⻑サポートが2017年10月10⽇に終了しました。
サポート終了後も製品⾃体を利⽤することは可能ですが、セキュリティ
更新が⾏われずセキュリティリスクが高い状態となります。
最新 Office の 機能紹介やクラウド（OneDrive for Business）
の活用方法を中心に Office 365 Business を利⽤することのメリッ
トを紹介します。

ICT活用

№ 7

株式会社ピーピーティー

丸山 路世 氏

10:30〜12:00 小会議室304

電⼦⼩⿊板セミナー

株式会社建設システム
営業支援課 主事

鈴⽊ 淳 氏

建設業

№ 8

【経営層、⼯事施⼯部門、現場代理⼈向け】
国⼟交通省は、これまでデジタル⼯事写真の⼩⿊板情報電⼦化に
ついて試⾏から、『今般、これまでの試⾏結果を踏まえ、デジタル⼯
事写真の⼩⿊板情報電⼦化を運⽤することとした』と通達し昨年2
月発注工事から、新潟県発注工事においても同7月発注工事から
適用可能となっております。また、新潟市発注工事におきましても平
成30年4月発注工事から同様の扱いとなりました。
本セミナーは業界内で拡⼤の⼀途をたどっております「電⼦⼩⿊板」
取組への足掛かりとしてご用意致しました。

【ICT部門向け】
昨今、IoT活用を検討する企業が増え、蓄積されていくデータをど
のように活⽤して役⽴てるのかを検討されているケースが多く⾒受ら
れけます。 リコーは全世界の複合機/プリンターなどの遠隔監視シ
ステム（＠リモート）で蓄積した膨大な稼動データを解析し、予兆
保守を進めています。リコーの取組みをベースにして、ビッグデータ活
⽤に関するヒントを世の中の⾝近な出来事やリコーでの実践事例
をもとにわかりやすくご説明いたします。

10:45〜11:45 小会議室305

リコーのIoT＆ビッグデータ活用
IoT活用による”リモート監視”とビッグデータ活用による
”販売促進”

株式会社リコー
産業プロダクツ事業本部 マーケティングセンター

産業機器販売室 室⻑

泥谷 謙司

№ 9

ICT活用

【経営層、総務部門、人事部門向け】
⻑時間労働是正のための36協定の上限枠の引き下げ・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、早ければ
2019年4⽉施⾏となります。改正法施⾏までに⻑時間労働削減
や業務内容に応じて均等・均衡待遇となるような労務管理が必
要となります。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、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。
「働き方改革」を通し、企業としてどのように対策を進めていけばよ
いのか、ポイントを解説します。

15:30〜16:30 小会議室303

働き方改革が求める企業の具体的取組とは？
⻑時間労働是正と⽣産性向上のポイント

ちとせ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士

本間 武 氏

働き方改革

№ 10

【経営層、ICT部門向け】
2017年に法⼈組織は様々なタイプのサイバー犯罪に悩まされ、⼤規模
な損失を被りました。攻撃手法が多様化したランサムウェア新ファミリーが
続々と登場し、5月に発生した「WannaCry」は従来安全と思われてい
た業種特有環境で大きな被害をもたらしました。
12月に国内で億単位の被害が発生したビジネスメール詐欺の脅威も
拡大しており、規模を問わずあらゆる組織が巧妙なサイバー犯罪の標的
となっています。さらには、仮想通貨価値の高騰とともに、仮想通貨を狙
ったサイバー攻撃が顕著になるなど、法人組織を取り巻く脅威は深刻化
しています。
本セミナーでは最新の脅威動向を分析し、必要なセキュリティ対策につ
いて説明いたします。

15:45〜16:45 小会議室304

サイバー犯罪の新時代到来!!
最新セキュリティ脅威動向と必要な対策について

セキュリティ トレンドマイクロ株式会社
東日本営業本部

梅田 篤孝 氏

№ 11

課題解決セミナー 3階 小会議室 定員33名 参加費無料

開催時間の15分前から受付を開始いたします127月 日（木）

【経営企画・販売促進部門、営業部門向け】
誰でもカンタンに使えるBIツールで、データを様々な角度から瞬時に
分析することにより、勘と経験に数字の裏付けを、更に新たな気付き
をもたらします。
またExcelなど会議資料作成の効率化・データの信頼性確保・作成
ノウハウの属⼈化解消・ワンクリックでの分析切り⼝の変更など、
経営戦略の⽴案に労働⽣産性向上をもたらします。

16:00〜17:00 小会議室305

セルフサービスBIツールを活用した
経営戦略の質向上と、働き方改革の両⽴
BIツール活用の勘所

株式会社ジェイ・エス・エス
イノベーション戦略部 部⻑

有賀 和寿 氏
ICT活用

№ 12

対応策を徹底解説！

オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！

【CPDS 2ポイント】
※CPDS加入者の方は「CPDS
技術者証」をご持参ください



働き方改革ソリューション

お客様のお困り事・関心事や経営課題を解決するための機器や
ソリューションをご紹介すると共に、最新のICTトレンドもご紹介します。

主な展示ソリューション/商品 3階 中会議室

働く環境の改革

働きやすいワークスタイルの追求
「ここちよい環境をすべての人に」
コクヨの環境づくりは「使う人の満足を徹底的に考える」こと。
働き、学び、暮らすひとが、健やかに快適にすごせる、ここちよい環境を
提供します。 コクヨ北陸新潟販売㈱

コミュニケーション/会議の改革

インタラクティブ
ホワイトボード

IWB D6500
IWB D5500

シャープマーケティングジャパン㈱

労務管理の改⾰

PCA DXシリーズ

業務効率の改⾰

サイボウズ kintone

サイボウズ㈱

テレワーク

PLUSの提唱する新しい働き方

仕事や気分に合わせて、居⼼地の良い場所を選ぶ、というプラスからの提案。
オフィスの「居心地」が進化すれば、これからの働き方はもっと素敵になるはず
です。

プラス㈱ジョインテックスカンパニー

遠隔会議システム

UCS P3500、Apps

㈱リコー

㈱リコー

㈱プリンストン

デジタル
サイネージ

デジタルサイネージ
テーブルサイネージ
香りサイネージ

㈱リコー

システム構築か
らアフターメンテ
ナンスまでトータ
ルでサポートいた
します。

㈱リコー
多言語通訳サービス

タブレットの
映像と音声
でリアルタイ
ムに通訳。

㈱リコー

場所を選ばず
いつでも、どこでも
コミュニケーション。

パソコン画面に
手書きできるの
で会議を効率よ
く進められます。

PJ WU6480
PJ WXL4540
PJ WXC1110 ほか

プロジェクター

応研 大臣シリーズ

充実した機能で
労働時間を⾒え
る化します。

応研㈱

就業パッケージシステム

労務時間を適正に把
握し、出退勤の打刻
の収集から修正、集
計までの業務効率を
⼤幅に省⼒化します。 アマノ㈱

QlikView、QlikSense
無人受付 kinase

RPA
WinActor/NTT-AT 快速サーチャー

㈱インテック

ChatLuck

ビジネスを加速する
セキュリティに特化した
チャットツール。

㈱ネオジャパン

多彩なテンプレートで働き方改善
をサポート！社外でも社内でも情
報共有とコミュニケーションを可能に
します。

どこでも
ワークタブレット

おりこうブログDS

㈱オービックビジネスコンサルタント

今や企業イメージだけでなく、
取引上の信用、求人募集
でも欠かせないホームペー
ジを作りませんか？

㈱ディーエスブランド

ハードな現場に必要な
防水、防塵、耐衝撃。
現場仕様が凝縮された
業務用デジタルカメラ。 ㈱リコー

会議ソリューション

シスコが提供するビデオ会議と
Web会議を融合した次世代の
会議ソリューション。

デジタルサイネージソリューション

G800

360°すべてを撮影す
るカメラは業務でも活
用できます。

RICOH THETA

⼤量に出⼒される多種多様な帳票
を⼀元管理し、Webブラウザで閲覧
することができます。

タブレットがワークスタイル
変革を
もたらします。

㈱富士通パーソナルズ

㈱ジェイ・エス・エス

Qlikはビッグデータ
解析ツールです。

kinaseは従来の受付
電話に変わる無人
受付システムです。

⼥性活躍推進法関
連やメンタルヘルス
関連項目など、働き
方の多様化を推進
します。

ピー・シー・エー㈱

RPA（PC操作自動化ツール）で
繰り返しの⼊⼒作業
を自動化し、作業
時間の短縮・
⼊⼒ミスの軽減
を実現します。

㈱BSNアイネット

RPA 導⼊事例

リコージャパン
でのRPA導入
事例をご紹介
します。

リコージャパン㈱

オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！

オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！
オススメ！

オススメ！ オススメ！

OBC 勤怠管理サービス

多様化する企業の勤務体系へ
柔軟に対応します。

オススメ！ オススメ！

オススメ！

オススメ！

AR
Airディスプレイ

ソルメディエージは新時代のクリエイションに

一貫して取り組むスペシャリスト集団です

㈱ソルメディエージ
㈱イーシステム

オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！

オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！

封入封かん機
郵便料⾦計器

ピツニーボウズジャパン㈱

小包発送と郵便
業務の自動化に
より、業務改善、
生産性向上を実現します。

防水・防塵・業務用デジタルカメラ



主な展示ソリューション/商品 3階 中会議室

説明員等はクールビズで
対応させていただきます

製造業 建設業

ヘルスケア

医療・介護
連携サービス

MeLL＋（メルタス）

オフィスインフラ

RICOH LED照明
できるだけ工事をしたくな
いお客さまに、実績ある
信頼の⼯事不要モデル。

㈱リコー

POD（プリント オン デマンド）

ProC5200S

㈱リコー

インターネット/セキュリティ

Cisco Meraki

シスコシステムズ合同会社

プリンティング/⽂書管理

デジタルフルカラー複合機

MP C6004

㈱リコー

FortiGate

三井情報㈱

⾼度なセキュリティ脅威
や標的型攻撃に対して
業界最高の保護機能を
提供します。

paloalto

監視カメラシステム

SKYSEA
Client View

トラブル防止に！安全対策に！
従業員の管理・教育に！
遠隔地管理に！

㈱ドッドウエルB・M・S ㈱コンピュータシステム研究所

画像解析センサーシステム

Argos Saviour
セキュリティ ・マーケティ
ング等 ビジネスシーン
でご活用いただけます。

ウイルスバスター

セキュリティ対策ソフトの導入シェア
は№1！ランサムウェアなど、多様化
するセキュリティ脅威から守ります。

トレンドマイクロ㈱

作業分析/業務最適化

OTRS
人・機械・モノの動き・時間を
「⾒える化」、現場改善による
コストダウンと競争⼒を強化！

医療施設や介護事業
所における情報共有や、
多職種スタッフ間のコミュ
ニケーションを支援します。

㈱ワイズマン

電⼒料⾦削減相談

リコージャパンは「新電⼒」に登録
しました。電気料⾦の削減はリ
コージャパンにお任せください！

リコージャパン㈱

AEDの消耗品交換をオン
サイトにてご提供するので
安心です。

リコージャパン㈱

オフィス・工場向け

空気清浄機

ProC7210S
ガーメント
プリンター

Ri100

Tシャツ等にオリジナ
ルデザインをプリント
できます。

HPE SimpliVity

日本ヒューレット・パッカード㈱

TREND-POINT
バーチャル空間体感システム

ARCHITREND VR
CADで作った
プランが、その
ままバーチャ
ル・モデルハウ
スになります。

福井コンピュータアーキテクト㈱

施⼯管理システム

デキスパート
導入実績№1の施⼯管理システム。
施工計画書を素早くきれいに作成
し、あらゆる工程を⾒える化します。

㈱システムウェーブ ㈱建設システム

住宅プレゼンシステム ALTA
原価管理システムMARS

ALTA：新築住宅・リフォーム営業に最適
なプレゼンツールです。

MARS：実⾏予算・原価管理システム。

㈱コンピュータシステム研究所

LanScope Cat

⽣産性と品質を両⽴し、
多彩な表現⼒でお客
様の業務拡⼤を強⼒
にサポートします。

デジタルフルカラー複合機

MP C307

Ridoc
Document
System

Speedoc
for RICOH

複合機のスキャナー機
能を利⽤し、紙⽂書を
電子化します

㈱リコー サイオステクノロジー㈱

㈱ブロードリーフ

国⼟交通省が推し進める
“i-Construction”により、急速に
普及が進む点群データの処理・活
用を支援するアプリケーションです。

福井コンピュータ㈱

業務用エアコン

店舗・オフィスから
大型商業施設まで
幅広いラインナップを取り揃えています。

ダイキンHVACソリューション新潟㈱

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。

㈱ダイレクトジャパン

マルチコミュニケーションシステム

S-integral
多機能電話機が各種
システム・サービスと連携し、
業務効率向を⽀援します。

㈱⽇⽴情報通信エンジニアリング

セキュリティ アプライアンスの
各機器をクラウド環境で
一元管理。IT管理者様の運
用負荷を大幅に軽減します。

1台で多層セキュリティを
ハイパフォーマンスで実現！
次世代ファイアウォール。

SCSK㈱

ネットワーク管理の運⽤効率化と
情報漏洩対策の強化を支援します

sky㈱

市場シェア占有率13年連続

№1の統合型エンドポイント
マネジメントツール。

エムオーテックス㈱

エンタープライズグレードのハイ
パーコンバージドプラットフォー
ムです。

VPNサービス
Arcstar Universal One

NTTコミュニケーションズ㈱

クラウド利⽤に最適。モバイル接続
や海外拠点の収容も可能な高品
質・高信頼なVPNサービス。

社内外とのシームレス
なドキュメント共有を
実現します。

オススメ！ オススメ！ オススメ！ オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！

オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！ オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！ オススメ！

AED（日本光電）

オススメ！ オススメ！ オススメ！

オススメ！

オススメ！ オススメ！ オススメ！

3Dプリンター出⼒サービス

㈱リコー

製品や部品などの「デザイン検討」や「機能検
証」に3Dプリンターは欠かせないツールになって
きています。最近ではテストパーツや冶具にも活
用され、業務効率化に繋がっております。



同時開催イベント 3階 ホワイエ、中会議室
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出展企業 （五十音順）

株式会社BSNアイネット、NTTコミュニケーションズ株式会社、 SCSK株式会社、 Sky株式会社、株式会社アイビーシステム、アサクラソフト株式会社、アマノ株式会社、

株式会社イーシステム、株式会社イノービア、株式会社インテック、株式会社エディックワークス、株式会社エヌエスケイ、エムオーテックス株式会社、応研株式会社、

株式会社オービックビジネスコンサルタント、株式会社玉川堂、株式会社建設システム、コクヨ北陸新潟販売株式会社、株式会社コンピュータシステム研究所、

サイオステクノロジー株式会社、サイボウズ株式会社、株式会社シーキューブ、株式会社ジェイ・エス・エス、株式会社システムウェーブ、シスコシステムズ合同会社、

シャープマーケティングジャパン株式会社、株式会社ソルメディエージ、ダイキンHVACソリューション新潟株式会社、株式会社ダイレクトジャパン、ダ

イワボウ情報システム株式会社、株式会社ディーエスブランド、株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス、トレンドマイクロ株式会社、日経マシナリー株式会社、

日本ヒューレット・パッカード株式会社、株式会社ネオジャパン、ピー・シー・エー株式会社、株式会社⽇⽴情報通信エンジニアリング、ピツニーボウズジャパン株式会社、

福井コンピュータ株式会社、福井コンピュータアーキテクト株式会社、株式会社富士通パーソナルズ、プラス株式会社ジョインテックスカンパニー、株式会社ブロードリーフ、

株式会社プリンストン、株式会社文武堂、三井情報株式会社、レノボ・ジャパン株式会社、株式会社ワイズマン、リコーインダストリー株式会社、株式会社リコー

無形文化財 鎚起銅器
製作工程展示

玉川堂 GYOKUSENDO

熟練の職人が何回も銅を
叩いて製作する玉川堂の
銅器の魅力をご覧ください



ViCreA リコージャパンの「働き⽅改⾰」実践事例のご紹介

ライブオフィス 「ViCreA （ヴィクレア）」では
リコージャパンの社内実践事例をご紹介しています。
お客様の課題解決のヒントが⾒つかるかもしれません。

私たちが実際に働いているオフィスと、社内で取り
組んでいる実践活動をツアー形式でご案内いたし
ます。ViCreAでご紹介させていただく社内実践事
例は4カテゴリー約60項目。貴社のご要望や課題
などによって、最適な実践事例をご紹介いたします。

ライブオフィスツアーのご案内

※所要時間：約90分〜120分（ご相談に応じます）

ViCreA （ヴィクレア）は、私達の「ワークスタイル」変革のチャレンジを、お客様にご体感して
頂くスペース「ライブオフィス」です。ライブオフィスは日本全国各地49拠点で展開しています。
新潟県内では、2008年のオープンからこれまでに延べ1,829社 4,056名のお客様に
ご来場いただきました。 ※2018年3月末現在

ViCreA
Value Innovation Creative Area

個の働き方とマネジメントスタイル変革
組織と制度変⾰

1.多様な働き方を選べるフレキシブルな勤務形態

時間単位年休制度

�これまで1日/半日単位での取得としていた有給休暇を1時間
単位で取得可能とし、利⽤のしやすさを⾼めて有給取得率向
上につなげています。

年休1日を2分割
して、半休とするこ
とと同様に、8分割
して時間年休とし
ています。

1⽇年休 半⽇年休

時間年休

AM PM

1H
1H

1H
1H

1H
1H

1H
1H

1ヵ月単位の
変形労働制

シフト勤務制

適正な労働時間管理

�社員が⼊⼒する勤務実績とPCログを
⾒⽐べて、勤務実績に整合性がある
かを確認することが可能となっています。

2.両⽴⽀援

両⽴⽀援制度

育児休業 介護休業

休業期間 子の２歳の誕生月末まで
休業・時短勤務
トータル２年間時短期間 ⼩３の学年末まで(5〜7H勤務）

その他
3ヶ月以内の休業の時、休業開始から
10日間は有給

―

3.マネジメントスタイル

イクボス

�テレビ会議を活用し、
全国中継セミナーとし
てマネージャー向けに、
「イクボスセミナー」を
開催しました。

残業削減に向けた取り組み

�会議・打合せは2時間以内とする

�17時以降は業務指⽰をしない

�17:30以降の「依頼メール」「発信」はしない

�残業申請は15:00までに⾏う

コミュニケーションスタイル変革

1.ITインフラの活用

社内業務の電子化

�統合顧客データベース（顧客管理）
�営業⽀援システム（営業活動・案件管理）
�営業活動支援システム（ナレッジ・商品情報）
�販売業務支援システム（発注・手配・売上）
�戦略⽴案⽀援システム（データ分析）
�総務系業務支援
�グループウェアNotes、Office365

総務部門の99％の業務を電子で運用

会議の効率化

2.会議の変革

�ペーパレス会議の実施
・資料配布は実施せずノートPC持参

�テレビ会議の積極的な活用
・フェイスtoフェイスが必要な会議以外
はテレビ会議を積極的に活用

�会議のやり方の工夫
・１テーマ 15分以内
・⽴ち会議やオープンな場所での会議

働く環境変革

1.「どこでも」働ける環境を整備

インフラ環境の整備

※勤怠管理はWeb上で
実施しPCログとデータ連携

�ハードウェア
ノートPC＋スマーフォン（テザリング）

�リモートアクセスツール
�業務用ソフト

メール、掲示板、文書共有、各種申請業務
スケジューラ/勤怠管理/名刺管理
�セキュリティソフト

暗号化ソフト/ウィルス対策

コミュニケーションオフィス

�働きやすいオフィス環境にすることにより
コミュニケーション向上を促し、意識・⾏動
変革を進める

2.オフィスの変革

ペーパーレス

�最終的には全事業所で個人保管の紙
書類を限りなくゼロ化する
それにより、事業所に戻らなくても必要情
報にアクセスできる状態にする

在宅勤務

�テレワーク：ICTを活用し、時間や場所を
有効に活用できる柔軟な働き方を推進

■今までの働き方

■在宅勤務

・ユニバーサルレイアウト
・コーチング型レイアウト
・オープンミーティング
・マグネットスペース
・出⼒機器最適配置
・文書の電子化環境
・ICカード認証印刷
・ロケーションフリー印刷
・リフレッシュスペース
・セキュアオフィス

�ご⾒学のご要望に関しては、弊社担当までお申し付け下さい

５つの取り組み
テーマ

�リコーグループでは、「働き方変革」を最優先で取り組む
全社変革テーマの一つとして位置づけています。


