
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。

※指定駐車場が満車の場合はA/B/C/E いずれか
の駐車場にご駐車お願い致します

※ホテル日航新潟 地下駐車場はご利用できません
のでご了承ください

朱鷺メッセ

指定駐⾞場：Ｄ駐⾞場

駐⾞場のご案内

Ｄ駐車場
会場入口

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

朱鷺メッセ

・エグゼクティブセミナー
：4階 国際会議室

・CCSセミナー
：3階 小会議室

・ソリューション展示会場
：3階 中会議室

新潟市中央区万代島6-1

TEL：025-246-8400

7月13日（水）-14日（木） 両日とも 9:30 ～ 17:30

説明員等はクールビズで対応させていただきます。 お客様も涼しい服装でご来場ください。

SolutionWay2016新潟ではお客様の良き「価値共創パートナー」として
お客様のお困り事・関心事や経営課題を解決するために、セミナーや実践
事例、様々なご提案により解決のヒントやノウハウをご提供いたします。

日々進化するICT環境への対応をご支援し、新
しい働き⽅をご提供することで企業競争⼒の向

上を実現いたします。

�インターネット/クラウドソリューション
�グループウェア
�ホームページ

リコー製品/ハードウェア

�複合機
・MP C6004

・MP C3004

�遠隔会議システム
・P3500

・P1000

・Apps

�インタラクティブ
ホワイトボード
・D5510

・D6500

�デジタルカメラ
・G800

・THETA

・PENTAX

�プロダクションプリンター
・ ProC5100S

・ ProC7110S

�プライベートクラウド
・e-Sharing Box

�プロジェクター
・WX4152NI

・WX4241N

・HD5450

�オフィス空間
・LED照明

・空調機器

�通信機器
・電話機/回線

�プリンター
・SP C750

�サイネージ
・RICOH Digital Signage

出展企業 （五十音順）

開催概要

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

■開催日時 7月13日（水）

13:30〜15:00

ヘルスケアオンライン株式会社

代表取締役

タニタがまだ赤字に苦しんでいた時代、前経営者である谷田大輔氏は「健

康をつくる」というコンセプトを掲げ、その実現に向け⾚字である事業に全⼒

を注ぎました。この取組みがあったからこそ、今のタニタ、そして大ヒットしたタニ

タ食堂があります。なぜ、彼は大赤字の事業にこだわったのか。なぜ体脂肪

計で世界No1になることができたのか。父から学んだ経営学を客観的視点

で語り継ぐと同時に、独⾃で学んだ最新の⼼理学・NLPやポジティブ⼼理学
の視点でその成功要因を分析し、ビジネスや日常生活で応用できる形式で

解説します。

●プロフィール

株式会社タニタの創業ファミリーであり、現筆頭株主。

同社の営業・新規事業・新会社⽴ち上げ、海外における役員経験を経て

独⽴。⽗・⾕⽥⼤輔⽒（株式会社タニタ前代表取締役社⻑）の最も

近くで、公私にわたってその経営学を学び、⾚字企業だったタニタを成⻑さ

せた「タニタの成功法則」を受け継いできた。

タニタの成功法則
タニタを世界№1へ導いた

“経営の秘訣”とは

谷田 昭吾 氏

■開催日時 7月14日（木）

13:30〜15:00

トヨタ⾃動⾞東日本株式会社

名誉顧問

「カイゼン」の第⼀⼈者である、トヨタ⾃動⾞元常務、トヨタ⾃動⾞東⽇本
名誉顧問をお迎えし、これまでに自社に限らず取り組んだ、様々な分野での

「カイゼン」事例とその成功のポイントや人材育成のノウハウ、未来にわたり持

続可能な企業としての競争⼒の発揚について講演いただきます。

トヨタ⾃動⾞の⽣産部門に⻑く籍を置き、異業種や自治体、海外でも「トヨ

タ生産方式」の効果を実証してきた、内川氏の熱い語りにご期待下さい。

●プロフィール

昭和36年 トヨタ⾃動⾞工業㈱（現トヨタ⾃動⾞）入社

昭和63年 同社 ⽣産管理部 部⻑

平成8年 トヨタ⾃動⾞㈱常務取締役

平成10年 関東⾃動⾞⼯業㈱ 取締役社⻑

平成16年 同社 取締役会⻑

平成24年 トヨタ⾃動⾞東日本㈱ 名誉顧問

平成27年 東京電⼒ 特任顧問

競争⼒の発揚
⽇本の競争⼒を皆の⼒で⾼める

内川 晋 氏

セミナー№

E1

セミナー№

E2

■会 場 国際会議室 定員：220名 ■会 場 国際会議室 定員：220名

http://www.ricoh.co.jp

�新潟支社
新潟市東区下⽊⼾1-18-30

TEL：025-275-8111

FAX：025-275-8119

�⻑岡事業所
⻑岡市稲保4丁目750番地14

TEL：0258-21-2100

FAX：0258-24-7677

�上越事業所
上越市春日野1丁目2番地8

TEL：025-525-1011

FAX：025-525-1099

�六⽇町事業所
南魚沼市竹俣235-1

NC21ビル 102号

TEL：025-778-2205

FAX：025-778-2207
※このチラシはリコープロダクションプリンターPro C5100Sを使い、リコージャパン新潟支社で印刷しました

インターネット/クラウド

ソリューション展示 3階 中会議室

社員同士のコミュニケーション活性化を促進。い
つでも・どこでも・誰とでも・コラボレーションできる
環境をご提案します。

�遠隔会議システム
�インタラクティブホワイトボード
�デジタルサイネージ

コミュニケーション/コラボレーション

ベーシックな販売・財務・給与を始め、運用のス
テージに⼊ったマイナンバー管理など企業の基幹
業務を支えるソリューションをご提案します。

�基幹業務アプリケーション
�マイナンバーソリューション
�メンタルヘルス
�BIツール

基幹業務＆マイナンバー

サイバーセキュリティ強化をトータルにご支援。
遠隔で状態を監視して企業のセキュリティを常に
お守りします。

�ネットワークトータルセキュリティ
�IT資産管理
�監視カメラ

セキュリティ

開発・企画から設計、製造、検査、物流にいた

るまで各種製造業ソリューションをご紹介します
�3D CAD/3D プリンター
�クラウドFAX
�物流・在庫・⼯程管理の業務改革
�生産設備

製造業

CADを始め、建設⽣産システムの効率化・⾼度
化を図るCIMまで建設業務をサポートします
�建設CAD
�積算・原価管理
�CIM対応ソリューション
�プレゼンなどの業務改革

建設業

文書の作成・電子化・収集・共有・配信までを
トータルご紹介します
�⼊出⼒の効率化
�ドキュメント管理

⽂書管理

お客様の売り上げ拡大につながるソリューションと
ビジネス実践事例をご紹介します

�印刷業務の効率化
�POP・チラシ等の内製化

プリント オンデマンド

電⼒コストの削減と省電⼒を

ご提案します

�空調エアコン
�LED
�電⼒相談コーナー

省エネルギー

画像機器・デジタルカメラを
活⽤し、病院内業務の効率

化をご提案します

�ヘルスケアソリューション
�介護事業支援ソリューション

ヘルスケア

注目商品・これからの
ソリューションをご紹介します

�Windows10
�モバイル機器
�ドローン
�AED
�地方創生支援

トレンド/新製品

アマノ株式会社、株式会社エディックワークス、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社エヌエスケイ、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、株式会社建設システム、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、

Sky株式会社、ソフトバンク コマース＆サービス株式会社、ダイキンHVACソリューション新潟株式会社、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、ピー・シー・エー株式会社、

東⽇本電信電話株式会社、株式会社⽇⽴情報通信エンジニアリング、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、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、リコーインダストリー株式会社、株式会社リコー



7月13日（水） 開催時間の15分前から受付を開始いたします 7月14日（木） 開催時間の15分前から受付を開始いたします

セミナーのお申し込みは7月8日が締め切りです。お早めにお申し込みください

CCSセミナー 3階 小会議室 参加費無料
Customer’s

Customer

Success

｢経営革新」「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。

CCSセミナー 3階 小会議室 参加費無料
Customer’s

Customer

Success

№1

【経営層向け】
ISO・改善・5Sのコンサルタントとして、様々な業種のお客様先に
訪問して気づいたこと。
・伸びている会社の共通点とは？
・何故伸びているのか？
・消えてしまった会社との違いは何か？
について判り易くご説明します。

10:00〜11:00 小会議室303

消えた会社、伸びる会社、
伸びる会社はここが違う！

リコージャパン株式会社
⼭梨支社

保坂 将

№2

【採用部門・販売促進部門向け】
近年、インターネットを取り巻く環境は⼤きく変わり、今や、ホーム

ページはなくてはならない存在になっています。
売上の拡⼤は元より企業イメージの向上、更にはそのイメージによ
っては人材採用にまでも影響が及ぼす企業の顔にまでなっておりま
す。
ただし、実際に成果を出せている会社、出せていない会社の差が
大きくなっています。その原因・課題攻略をご紹介します。

11:00〜12:00 小会議室305

ホームページ戦略セミナー
〜売上アップにつながるホームページとは〜

株式会社ディーエスブランド
営業本部 関東第二営業部 部⻑

⻑島 将光 氏

№3

【建設業向け】
今や土木建設も３次元CADの時代へ！
国⼟交通省が推進するi-Construction/CIMの基礎的内容を
中⼼に、最新の基準・要領を踏まえてどのような対策を実施すれば

よいかをご説明します。
またデキスパート(出来形管理ソフト)における取組みについても合
わせてご紹介します。

【CPDS １ユニット】

13:00〜14:00 小会議室303

【CPDS講習】
i-Construction/CIM基礎講座

株式会社建設システム
東日本統括

石原 裕次 氏

№4

【経営層・情報システム部門向け】
内部不正、標的型攻撃、USBメモリやPCの紛失・盗難など、企
業・組織で管理されているPCへの脅威は増加し、PCからの情報
漏洩は社会的に⼤きな問題となっています。さまざまな脅威から組
織・企業が抱える情報を守るには、PCの適切な管理が極めて重
要で必須と言われています。
本セミナーでは、組織のPC、情報の『⾒える化』を支援する
「SKYSEA Client View」の最新バージョンを利⽤した情報漏洩
対策に有効なソリューション例をご紹介します。

14:00〜15:00 小会議室305

組織の情報を守る
情報漏洩対策のご紹介

Sky株式会社
システムサポート部

宍⼾ 孝衣 氏

№5

【製造業向け】
突発的に⽣産現場で発⽣する不良は『4M変更が起因する』こと
が大半と言われております。本セミナーでは、生産工程における『４
Ｍ変更管理の仕組み』とその中で『PDCAを回す仕組み』の概要
を解説し、捉え⽅を変えて⾏きます。そして『再発防止・未然防止
の視点』で生産現場だけでなく関連区を巻き込み、実践してきたリ
コーの取り組みを交えながらご紹介します。
経営資源の維持・改善を進める中から、幅広い原因分析をするこ
とで新たな対策の⼿がかり・ヒントを⾒つけて頂くことに繋がります。

15:00〜16:00 小会議室303

突然の不良発⽣を防ぐ
4M変更管理の実際と抑えどころ
〜リコーの実践事例を通じて〜

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

和田 真一

№6

【地方自治体向け】
「現在日本は、人口減少、少子高齢化をはじめそして様々な社
会課題に直面しています。リコーグループはこれまでも、全都道府
県に販売・サービス拠点を有する強みを活かし、地域密着での価
値提供に努めてまいりましたが、今後はビジネス分野だけでなく、地
域・社会課題も解決できる企業を目指し、グループ総⼒を挙げて
持続可能な社会づくり、地域活性化向けた活動をしております。
今回のセミナーでは、その取り組み内容をご紹介します。

16:00〜17:00 小会議室305

オフィス課題から地域課題の解決へ
〜リコージャパン地方創生の取り組み〜

リコージャパン株式会社
社会インフラ事業本部 社会イノベーション部 部⻑

大塚 哲雄

№7

【人事・総務部門向け】
いよいよ始まったマイナンバーの運用。昨年10月から通知が始まり
、いったんは収集まで完了したという企業様が多いのではないでしょ
うか。しかし、マイナンバーは収集しただけで終わりではありません。
今年の年末調整からはマイナンバーの本格利⽤が始まります。当
セミナーではマイナンバー利⽤業務においてどのような実務が発⽣
するのかガイドラインと合わせて確認し、先⾏して対策を取られてい
るお客様の事例など交え、本格利⽤への備えを解説します。

10:00〜11:00 小会議室303

「保管」から「利⽤」へ！
知って得するマイナンバー利⽤業務の実務と対策
〜マイナンバー制度の復習から本格利⽤のポイント〜

株式会社オービックビジネスコンサルタント
関東営業所 リーダー

川口 実穂 氏

№8

【経営企画・販売促進部門向け】
売上の分布や履歴、商品・拠点別の推移など経営に必要な分析

資料を作成された経験をお持ちではありませんか。トップの指⽰で

作成したEXCELの表を苦労して作成したのに「これはわかった。昨
対はどうなっているんだ」などと言われて別のシートを作成する羽目
に。「またも徹夜かよ〜」なんて経験は有りませんか？誰もが、簡単

、瞬時に⾒栄えの良い分析資料を作れる魔法のセルフサービスBI
ツール「QlikSense」がそのお悩みを解消します。

11:00〜12:00 小会議室305

セルフサービスBIツールを活用した
経営戦略分析

株式会社ジェイ・エス・エス
イノベーション戦略部 部⻑

橘谷 美則 氏

№9

【経営企画・販売促進部門向け】
印刷物が減少したとはいえ、まだまだビジネスの中に紙媒体は多く
利⽤されています。今こそ印刷物の役割を考えてみませんか。⾝近
な印刷物に業績拡⼤のヒントが⾒えてきます。こうした印刷物は、
デジタル印刷機の進化により、様々な業種、業態において企業の
中で製造されるという取り組みが進められています。消費者のニー
ズが多様化している中で、お客様に響く販促物制作など、事例を
通じ、企業内印刷の具体的なメリットをご紹介します。
売上拡大、雇用創出、サービスレベル向上など、各社がどのような
ポイントで、⾃社への適合を判断し、効果を上げているかを理解頂
く絶好の機会となります。

13:00〜14:00 小会議室303

印刷物が持つ役割って何でしょうか？
身近な印刷物に業績拡⼤のヒントが⾒えてきます

株式会社バリューマシーンインターナショナル
取締役副社⻑

宮本 泰夫 氏

№10

【経営層・情報システム部門向け】
⾼度な未知のマルウェア攻撃など、インターネットからのサイバー攻

撃が増加している中、特に法人組織に対するランサムウェアの攻撃
は活発で、その脅威対策が強く求められています。このようなサイバ
ー攻撃に対して未然に組織を守る、サンドボックスと検査とメール無
害化を含めた最新のセキュリティ対策をご紹介します。

14:00〜15:00 小会議室305

最新セキュリティ事情と対策

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社
システム・エンジニアリング本部 セキュリティ・エキスパート

宮川 淳一 氏

№11

【情報システム部門向け】
Windows 10 の新機能の紹介、また Skylake 搭載PCのサポ
ート期間、Windows 7 端末の販売収束といった背景もございま
すので、早めに移⾏を検討されているお客様向けに、Windows 
10 利⽤のメリットや移⾏⼿順をお伝えします。また、Office 365 
は Office やメール等の機能を様々な機器で利⽤できる、企業の
情報共有基盤に最適なクラウドサービスです。
Windows 10 へ移⾏を検討する際にもポイントとなるパソコンで
利⽤する Office アプリケーションやメールの利⽤も Office 365 
の導⼊によりもっと便利になります。

15:00〜16:00 小会議室303

Windows10移⾏
Office365情報基盤セミナー

株式会社ピーピーティ
マイクロソフト認定トレーナー

中村 徹 氏

経営革新

№12

【経営層・情報システム・販売促進部門向け】
『外出先からでも、売上や⾒積のデータを⾒れたらいいのに…』と思
うことありませんか？商魂クラウド版をご利⽤のお客様は、iPadや
iPhone、Android端末のアプリを使って、売上や在庫情報を、リ
アルタイムに参照することができます！
外出先からデータを⾒るだけではなく、⼊⼒も⾏いたい！というお客
様向けに、Cybozu社の「Kintone」をご紹介致します。
Kintoneではさらに、客数や顧客情報など商魂では持てない数字
も保持することが出来、基幹データを使った情報分析にもお役⽴て
頂けます。

16:00〜17:00 小会議室305

今⾒たい数字を、今⾒れる！
PCA商魂クラウド×Cybozu社Kintone紹介セミナー

ピー・シー・エー株式会社
DSS事業部 次⻑

伊藤 真⼀郎 氏
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