
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

・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

両日とも

9:30 ～ 17:30

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競争⼒の向上を支援します。

�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 C307Z

�遠隔会議システム
・P3500
・Apps

�インタラクティブ
ホワイトボード
・D5500シリーズ
・D6500シリーズ

�デジタルカメラ
・G800
・THETA
・PENTAX

�プリント オンデマンド
・ ProC5200S
・ ProC7110S
・ ProL4130

�プロジェクター
・WX4152NI
・WXL4540
・WXC1110

�オフィス空間
・LED照明

�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）

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12日（水）

13:30〜15:00

株式会社ブランド総合研究所

代表取締役社⻑

ブランド戦略とは、マークや広告だと勘違いされているケースが少なくありま
せん。ブランド戦略とは消費者からの評価を⾼めて、企業価値の向上につ
なげることです。そのために必要なブランドプレミアム戦略、ブランドコミュニ
ケーション戦略、そして顧客ロイヤルティ戦略という消費者視点での３つの
取り組みについて説明します。

●プロフィール

東京⼯業⼤学理学部卒業。⽇経BP社で雑誌記者、新雑誌・新事業

開発を約20年間担当。⽇本ブランド戦略研究所社⻑を経て、2005年

にブランド総合研究所を設⽴し、代表取締役社⻑に就任。

2008年に地域ブランドおよび地域団体商標の普及・啓蒙活動により「知

財功労賞経済産業大臣表彰」を受賞。2011年に英国ギネスワールドレ

コーズ社と業務提携し、ギネス世界記録地域活性化副委員⻑に就任。

2015年伊勢志摩サミットに向けて伊勢市情報発信センター⻑に就任。

実践・ブランド戦略
消費者視点での企業価値を高める

田中 章雄 氏

■開催日時 7月13日（木）

13:30〜15:00

多摩大学客員教授

元ソフトバンク株式会社 社⻑室⻑

元衆議院議員

経営の神様、松下幸之助。世紀を代表する経営者、孫正義。実は、二
⼈の⾏動、思考法はそっくりであり、そこに「成功のコツ」がある。嶋聡は松
下政経塾2期生として、松下幸之助に直接薫陶を受けた。
その教えを活かし、ソフトバンク社⻑室⻑として、売上⾼を1.1兆円から
6.7兆円に⾶躍させた「孫正義の参謀」が、「時代を読む直観⼒」「思考
の三原則」「部下の指導法」など、松下幸之助、孫正義から直接学んだ
「成功のコツ」を語ります。

●プロフィール

松下政経塾⼆期⽣として松下幸之助塾⻑に直接教えを受け、衆議院

議員3期連続当選を経て、ソフトバンク（株）社⻑室⻑に就任。同社

売上高1.1兆円から6.7兆円のグローバル企業に飛躍させ｢孫正義の参

謀」と呼ばれる。松下幸之助、孫正義から学んだ「⾶躍の経営戦略｣を

⼤学で講義すると共に全国で講演活動を⾏う。

孫正義と松下幸之助に

直接学んだ成功のコツ

嶋 聡 氏

■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。

�インタラクティブホワイトボード
�遠隔会議システム
�多言語通訳サービス
�デジタルサイネージ
�プロジェクションマッピング

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・勤怠管理など、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
�勤怠管理システム
�SFA/BIツール

基幹業務

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/デバイス制御
�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
�物流・在庫・⼯程管理の業務改革
�生産設備オールラインレコグナイザー(ALR)
�画像解析ツール

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
�VRなどのプレゼン改革

建設業

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

オフィスのインフラ機能を改善をご紹介します

�通信/回線
�空調エアコン
�LED
�AED
�電⼒相談コーナー

地域の活性化を支援します

�紙アプリ
�地方創生支援事例

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、アサクラソフト株式会社、アマノ株式会社、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、シャープビジネスソリューションズ株式会社、

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、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、

プラス株式会社、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

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

説明員等はクールビズで
対応させていただきます

■会 場 国際会議室

■定員：220名

7月 （水） （木）

セミナー№

E1

セミナー№

E2

2
日
1 3

日
1

“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2017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。

�3Dプリンター
・リコー３Dプリンター

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 地方創生支援

オフィスインフラ

【ver.1.0】

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



開催時間の15分前から受付を開始いたします 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7日が締め切りです。お早めにお申し込みください

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。

課題解決セミナー 3階 小会議室 定員33名 参加費無料

【ITセキュリティ部門向け】
使用者も気が付かないうちにパソコンが乗っ取られて情報が盗まれた
り、データが全て使えないように暗号化されます。その上で、「元に戻
す為にお⾦を払え」と⾝代⾦を要求される被害が急増しています。

侵入の手口を知り、社内の情報を守りませんか？
「うちには、大層な情報なんかないよ」とおっしゃるお客様。そんな事は
ありません！今⼀度最近のセキュリティ事情から、社内の情報を⾒

直してみませんか？

10:00〜11:00 小会議室303

⾝代⾦、、、払いますか？
セキュリティスペシャリストが語る驚愕の事実と対策

リコージャパン株式会社
販売事業本部 新潟支社

小野 元道 【人事・総務部門、セキュリティ部門向け】
2005年4⽉に個⼈情報保護法が全⾯施⾏されてから10余年が
経過しました。当時と比べ、ネットワークを中心にICTが急速に進化
・発展したことにより、制定時に想定されていなかった問題が顕在化
するようになりました。そうした状況を反映し、本年5月30日より、改
正個⼈情報保護法が施⾏されます。この改正により、営利・非営

利を問わずほぼすべての事業者がこの対象となります。

本セミナーでは今回の改正のポイントをご紹介すると共に、情報資
産を取り巻く脅威や、それに対する具体的な安全管理策をご説明

いたします。

10:30〜11:30 小会議室304

改正個人情報保護法の概要と対策セミナー

リコージャパン株式会社
販売事業本部 新潟支社

杉山 正道

【販売促進部門、営業部門向け】
チラシや販促物を作るお客様から「伝わらない」「わかりにくい」「何
度も訂正して効率の悪い作業になる」というお困りことをお聞きする
ことがよくあります。
販促物を作る前にやっておくべき事前準備やターゲット設定、文章
の書き⽅、カラーの利⽤法などの基礎を実際のOfficeソフトを使っ
てご紹介させていただきます。

11:00〜12:00 小会議室305

Microsoft Officeでもここまで出来る
効果的な販促物の作り方セミナー

株式会社カムロックシステムズ
マーケティング・アドバイザー

田上 真喜子 氏

15:30〜16:30 小会議室303

【製造業・品質部門向け】
リコーは過去数度の⼤きな品質問題に苦しみ、これに起因する経
営危機を経験してきました。その対応過程を紹介すると共に、経
営視点からＦコスト（失敗コスト）の低減に、どのように取り組ん
できたのかを紹介します。それぞれの会社の品質保証を⾒直すきっ
かけになればと思っています。尚、最後にALR（生産工程可視化
システム）の活⽤事例も紹介します。

16:00〜17:00 小会議室304

クレームゼロを目指した品質保証活動の実践
リコーの全社を挙げての品質保証への取り組みを通じて

リコージャパン株式会社
新規事業本部 産業ソリューションセンター

CIS推進室 スペシャリストグループ

磯崎 文之

【経営層、人事・総務部門向け】
現在もワークスタイル変革を進め続けるサイボウズ。
離職率28％を改善するために働き方変革に取り組みました。
「働きながら倒れたい」と言っていた経営者や企業風土はどのように
変化し、どのように定着したのか。
クラウドシステムの活⽤事例を交えてご紹介します

サイボウズが企業風土を定着させた方法とは
クラウド活用による働き方改革事例

サイボウズ株式会社
ビジネスプロダクトマネージャー

和田 武訓 氏

10:00〜11:00 小会議室303

セルフサービスBIツールを活⽤した経営戦略分析
〜まだBIツールをお使いでない全ての皆さんへ、

BIツール活用の勘所をお伝えします〜

【経営企画・販売促進部門、営業部門向け】
BIツールって何？データ分析なんてうちには関係ないとお思いの
皆さん、完全に時代遅れです。データをうまく活用して競争優位性を
⾒いだせる企業は、他に大きな差をつけるイノベーションを起こしてい
ます。首都圏では当たり前のBIツールも新潟ではまだまだ。だからこそ
他に先んじて導入するメリットは計り知れません。
セルフサービスBIツール「Qlik Sense」がそのメリットをお約束します。

10:30〜11:30 小会議室304

働き方改革を成功に導くカギとは
組織を変えるコミュニケーションの新しいカタチ

リコージャパン株式会社
ICT事業本部 商品企画本部

ビジュアルコミュニケーション推進室

高橋 浩和

【経営層、人事部門、IT部門向け】
近年、求⼈採⽤活動を目的としたホームページの開設、リニューア
ルを考える企業様が増加してきております。
今や、募集要項だけ出しておけば、良い⼈材が集まる状況ではあ
りません。
企業の将来を担う人財を確保したい方は、ホームページの活用が
効果的です。
その課題を解決するための活用をお伝えします。

11:00〜12:00 小会議室305

求⼈採⽤でお悩みの企業様必⾒！
採用活動に効果のあ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

【経営層、IT部門、総務部門向け】
震災を忘れずにきちんと備える事の⼤切さを伝えるため 「リコーグル
ープ東北地区社員の震災体験と現在の備え」をベースに震災対
応についてご紹介いたします。震災体験に基づいた『いざ、その時! 
どう備えどう動くか』を学んでいただけます。

15:30〜16:30 小会議室303

あれから6年！震災体験に学ぶ
社員実践事例 ”真の気づき・教訓”のご紹介

リコージャパン株式会社
新規事業本部 産業ソリューションセンター

CIS推進室 CIS企画グループ

寺谷 邦隆

セキュリティ

【経営層、人事・総務部門向け】
2016年9月に働き方改革実現会議が発足するなど、働き方改革
は国を挙げて取り組むべき課題となっています。
とある調査では、働き方改革の必要性を感じている日本企業の割
合は8割以上であり、関心が高まっていることがうかがえます。
本セミナーでは、リコージャパンが実践してきた「働き方改革」への取
り組み、および今後の方向性についてご紹介いたします。

16:00〜17:00 小会議室304

今、リコージャパンの取り組む働き方改革

セキュリティ

業務改善 品質管理

働き方改革

経営分析

働き方改革

BCP

働き方改革

№ 1 № 2

№ 3 № 4

№ 5

№ 6 № 7

№ 8

127月 日（水） 137月 日（木）

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 【経営層、人事・総務部門向け】
一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジである”働き方
改革”について、リコーの考える”労働生産性向上”に向けたアプロ
ーチを社内実践と交えてご紹介します。
「やり方次第で、会議は1/4に減らせるかもしれません。」

採用

リコージャパン株式会社
経営企画事業本部 コーポレートセンター

東日本ビジネスサポート部

廣田 勝一

№ 9

№10
Value innovation Creative Area

リコージャパン実践事例のご紹介

これまでの

働き方改革
■テレワーク環境の整備
■直⾏直帰スタイルの試⾏
■ダイバーシティ推進

現在の

働き方改革

■職種ごとの働き方改革

働き方改革で企業文化改革

（⾏動改⾰×意識改⾰）

・営業：モバイルワーク
・サービス：シフト勤務と
モバイルワーク
・業務スタッフ：変形労働時間制
・⼀部職種：在宅勤務

■制度・ルールの改訂

・両⽴⽀援制度
・⻑時間労働の是正
・有休取得促進策
・1時間単位の休暇取得

ViCreA

LiveOffice ViCreA（ヴィクレア）

は、社員自らが取り組んだ実践活動

と成果をご紹介する場です。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

形式でご覧頂けます。

ライブオフィスのご案内

売上拡大
営業提案⼒の強化/営業
革新/顧客満⾜度向上

経営基盤強化
オフィスの5S活動/ペーパーレス/
情報共有・情報活用/セキュリティ
体質強化/コスト削減/働き方改革

業務プロセス改革
定型管理業務効率化

ワークスタイル変革
戦略的ワークプレイス/
ビジュアルコミュニケーション

Value innovation Creative Area

リコージャパン働き方改革のご紹介ViCreA


