
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

・受付：3階ホワイエ

・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
：4階 国際会議室

・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 11月26日（火）

13:30～15:00

元明徳義塾投手

幼少期から野球一筋。中学生ですでに頭角を表し、誰もがプロ野球選手
の道に進むと思っていた。ところが、明徳での５打席連続敬遠をきっかけに
「５打席敬遠の男」というレッテルを貼られ、成績を残してもプロから声が掛
かることはなかった。それでもプロの道を諦められず、単⾝渡⽶。独⽴リーグ
を渡り歩き活躍するが、ビザの関係で残留できず帰国。三度の飯より野球
が好きと⾔われるほど、寝ても覚めても野球から離れることはなく、松井秀
喜の大ファンでもあった。現役にこだわり続け、近年まで選手兼監督で社
会人クラブチームで指揮をとってきた。決して⽢んじることがない志。現代っ
子には少々辛口の指導も有るが、野球をやり続けるためにはその意志を
決して曲げることはない。偽りの野球でなく、常に本物の野球を追い続ける。
その影には尊敬し続けている師匠の影響があった。いつ何時でも⾒守り続
け、⽀えてくれる。決して⾒放さない、温かな⼼の持ち主。将来は⾃分もそ
んな人間になりたいと強く願っている。野球では「敬遠」をしてしまいましたが、
人生では決して「敬遠」せずこれからも常に勝負し続けていく。

●プロフィール
昭和49年12⽉26⽇生まれ。⾼知県中村市現・四万十市）出⾝。
明徳義塾⾼では1992年夏の甲子園に投手として出場し、星稜⾼校戦で
ベンチの指⽰により松井秀喜を５打席連続敬遠した。専修大学では打者
に専念し、東都通算21本塁打を放ち、ドラフト候補に。ヤマハ、⽶独⽴リー
グを経て社会人クラブチームの選手兼監督として、チームを全国ベスト４へと
導き現役を引退。同期には松井秀喜のほか、⿊⽥博樹、井口資仁などの
メジャー経験者が。⿊⽥は大学時代の同志でもある。

松井秀喜を
5打席連続敬遠した男

河野 和洋 氏

■開催日時 11月27日（水）

13:30～15:00

マーケティングアナリスト

少子⾼齢化が進み超人手不足の時代を迎えた⽇本。人手不足倒産

も珍しくなくなり、若手人材をうまく獲得、育成できない企業や組織の生

き残りはますます難しくなっています。一方、「ミレニアル世代」や「スー

パーゆとり世代」と呼ばれる若者に手を焼いている上司・先輩・企業は

少なくありません。では企業、組織は一体どのように若者と接していけば

良いのでしょうか。

本講演では、15年間1万人以上の若者と接してきた経験をもとに、従

来の常識が通用しない「今の若者」を動かす極意について、ミレニアル世

代の特徴、コミュニケーションのコツ、企業が取るべき若者対策といったポ

イントに触れながらお伝えします。

●プロフィール

1977年東京生まれ。慶応義塾大学商学部卒業後、株式会社博報堂

に入社し、博報堂生活総合研究所、研究開発局を経て博報堂ブランド

デザイン若者研究所リーダーを務める。退社後、2018年12⽉よりマーケ

ティングアナリストとして活動。若者研究とメディア研究を中⼼に、次世代に

関わる様々な研究を実施。

著書に『ヤンキー経済』『さとり世代』ほか。

TBS「ひるおび!」隔週金曜⽇、CX「ホンマでっか!?TV」、MX「モーニングク

ロス」、YTV「クギヅケ！」、QR「⽥村淳のNews CULB」（不定期出演）

「ミレニアル世代」は
こう動かせ
～超人手不足時代の若者の育成、採用～

原田 曜平 氏

■会 場 国際会議室

■定員：220名

■会 場 国際会議室

■定員：220名

セミナー№

E1

セミナー№

E2

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2019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

オススメ！ オススメ！

令 和 元 年 ： 新 時 代 の 企 業 生 産 性 を 革 新 す る I C T と 働 き 方 改 革

2019

7
（水）

26
（火）

21月
両日とも 9:30 ～ 17:30

1
当日はD駐車場

（277台：無料）

にお停めください
※7ページ目参照

お車でお越しの方へ



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 4階 国際会議室:定員100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。

2611月 日（火）

【販売促進部門、営業部門向け】
商品もサービスも世の中に溢れかえっていて、選び放題。いや、選ぶのも
面倒なほどです。そんな現代、⾃慢気にモノの良さや価格の安さだけを
伝えても誰も振り返ってくれません。
では、何を「伝える」べきなのでしょうか？それはズバリ「相手が感じる価値
」です。その商品やサービスを手に入れた後に起こるであろう体験。
役に⽴つ。嬉しい。そう思われる、そんな体験を「価値」として伝える事が
重要なのです。宣伝、広告、クリエイティブ、販促、営業、「売り上げアッ
プ」のためのすべての仕事で最も重要なのは「価値を伝える」ということな
のです。誰に、どんな価値を伝えて、どう行動して欲しいか？
お客さまの良い反応を得るためのヒントをセミナーでお伝えします。

10:00～11:30 小会議室303

価値を伝える重要性
「伝わらない」ものは存在しない

ライズマーケティングオフィス株式会社
代表取締役社長 ⽥中みのる 氏

販売促進

№ 1

【経営層、工事施工部門、現場代理人向け】

国土交通省、新潟県、新潟市発注工事において使用可能となっ

ております「電子小⿊板」。

⿊板の電子化が特にクローズアップされがちですが、本来の主旨は

建設業の「働き方改革」につながるものです。

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。

10:20～11:50 小会議室304

電子小黒板セミナー

建設業

№ 2

【経営層向け】
「持続可能な開発目標(SDGs)」が国連で採択されて4年目。
各省庁、⾃治体はもちろん、民間の取組みも本格化してきました。
リコージャパンでは、3年前の7⽉より全国48⽀社1万人を超える 従業
員に対してCSR報告書をベースに勉強会を実施してきました。その反響
は大きく、メディアにも取り上げられるなど社内外に大きな影響が ありまし
た。 昨年「SDGsを経営の中⼼に捉える」というトップメッセージにより、
社内への浸透は加速度を増し、社員だけでなくお客様への提案活動 の
なかにもSDGsを広げる動きが出てきています。
このセミナーでは、SDGsの基本的な理解と共に、リコージャパンの 社内
浸透への様々な取組みについてご紹介します。

16:10～17:10 国際会議室

今こそSDGsで企業価値を上げよう！
選ばれる企業になるために

リコージャパン株式会社
経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

SDGs推進グループ 太⽥ 康子
SDGs

№ 6

15:50～16:50 小会議室303

【販売促進部門、営業部門向け】
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。

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
北⽇本・関東販売本部

本部長 長島 将光 氏

販売促進

№ 4

16:00～17:00 小会議室304

【経営層、人事部門向け】
今年4⽉に法制定以来の70年ぶりと⾔われる労働基準法の大改
正が行われました。これに伴い、労働基準監督署が行っている「臨
検監督」による調査・指導はより一層厳しさを増すことが予想され、
企業においては万全の対策が求められるところです。
本セミナーでは、実際に調査指導や司法処分に携わってきた元労
働基準監督官の特定社会保険労務士が、臨検監督の概要や対
象事業場の選定方法などを解説するとともに、法改正に伴う労基
署対応策の最重要ポイントをお伝えします

ある⽇突然やってくる!?

労働基準監督官が行う「臨検監督」の
概要と対策のポイント

社会保険労務士事務所

しのはら労働コンサルタント
代表 社会保険労務士 篠原 宏治 氏

労務管理

№ 5

10:30～11:30 国際会議室

【経営層、人事部門向け】
⽇本の労働人口が減少を続ける現在、労働生産性の向上は企業
にとって喫緊の課題となっています。また改正労働基準法の施行とい
った労働環境整備の強化も注目を集めています。このセミナーは、
全社18,500人の社員が⾃⾝の仕事を遂行し、成果を出す基盤と
なる労働時間の管理と⾒えてきた課題・対策、さらに多様な“人財”
が集まりイノベーションを作り出す素地としてのダイバーシティ&インクル
ージョン推進の社内実践事例を、実際の施策担当者が生の声でご
紹介するセミナーです。

働き方改革を実現する人事制度改革
社員を守る！企業を守る！勤務管理の適正化とダイバー
シティ&インクルージョンで実現する労働生産性の向上

リコージャパン株式会社
人財本部 人事部

ダイバーシティ／ワークライフマネジメント推進グループ

石原 崇史

働き方改革

№ 3
これがリコージャパン流！

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

株式会社建設システム
現場⽀援課

主事 鈴木 淳 氏

2

このセミナーは
満席となりました



セミナーのお申し込みは11月21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

リコージャパンOffice365社内実践セミナー

全社員参加!! 働き方ビフォーアフター

【経営企画・ ICT部門向け】
リコーグループがOffice365を導入してから約1年がたちました。
人口の減少、既存システムの老朽化、新たな要求事項への対応な
どの課題に取り組む中で、リコーグループが目指す「働き方変革」には
Office365が必要不可欠です。
本セミナーではこの1年で実践したOffice365活用方法を部署別に
ご紹介いたします。各部署の課題・解決方法や活用事例Before-
After形式でご覧いただきます。総務部・経理部などの部署特有の
使い方もあり、参考になる活用事例を豊富にご用意しております。

ICT活用

№ 7

リコージャパン株式会社
ICT事業本部 ICT企画センター マイクロソフト企画室

Microsoft365グループ 守屋 賢吾

10:20～11:20 小会議室304

現場動画で始めるカイゼンで
⽣産性向上と働き方改革を実現！

株式会社ブロードリーフ
グローバル事業本部 IoH事業部

エバンジェリスト/マイスター 大岡 明 氏

製造業

№ 8

【経営企画・工場責任者向け】
複数の作業動作から最良の作業方法を導き出す手法（標準化）
はカイゼンと名付けられ、古くから製造業を中⼼に実施されています。
現在では製造業以外にも、建設、物流、医療介護、事務等で生
産性向上に利用されています。このように幅広くカイゼンが進んだ理
由として動画を使ったカイゼンソフトの登場、公正な評価基準が重要
になった時代背景があります。本講演では動画を使ったカイゼンをサ
ポートするツールソフトウェアOTRSを活用している工場事例を中⼼
に、生産性向上、技術伝承についてお伝えするとともに、多様な働き
方の推進で重要な標準動作づくりについてもご紹介し、職場で活用
できるツールを使った「カイゼン」の具体策をお伝えします。

【ICT部門向け】

「働き方改革」「生産性の⾼い業務への転換」を推進する手段とし

て、RPAの導入・活用が急速に進んでいます。

本セッションでは、RPAの導入効果を⾼める為、RPAの導入過程で

得られた気付きや課題解決策について事例を交えご紹介します。

10:40～11:40 小会議室305

働き方改革と⽣産性向上に寄与する
業務自動化の実践
RPAの現状と導入課題の解決策

株式会社BSNアイネット
産業事業本部 事業戦略担当

マネジャー 南雲 智敬 氏

№ 9

ICT活用

【経営企画・販売促進部門、営業部門向け】

ビックデータ時代、あなたの会社はデータに基づいた「プロセス刷新」、

「収益源の発⾒」、「変化に対する対応」が出来ていますか？

あらゆるソースからデータ取得して統合し、ユーザがスキルレベルに関

係なく探求⼼に従って新しいインサイト(洞察）を発⾒出来るセルフ

サービスBIツール「Qlik Sense」をご紹介します。

15:50～16:50 小会議室303

社内データに潜む価値を発掘しよう！
BIツール「Qlik Sense」

株式会社ジェイ・エス・エス
ディストリビューション部

部長 橘谷 美則 氏ICT活用

№ 10

【経営層、人事部門向け】
平成30年6⽉29⽇に働き方改革関連法が成⽴し、罰則付きの時
間外労働の上限規制が導入されるなど、法改正を踏まえた労務管
理の重要性が⾼まっています。また、働き方改革の一環として、副
業・兼業やテレワークなどの導入が促進されており、柔軟な働き方に
対応した労務管理の必要性も⾼まっています。
本セミナーでは、働き方改革を踏まえた労務管理について、労働問
題を専門的に取り扱う使用者側弁護士が、実際の裁判例を基にそ
の予防と対応策を解説致します。

16:00～17:00 小会議室304

最新！働き方改革を踏まえた
会社における労務管理の勘所

労務管理
多胡・岩⽥・⽥村法律事務所
講師：弁護士 井上 紗和子 氏

№ 11

開催時間の15分前から受付を開始いたします

【経営企画・ICT部門向け】
サイバー攻撃対策として、セキュリティ対策製品を導入されている企
業は多いですが、活用不十分な状況も散⾒されます。製品を導入
するだけでは、投資対効果を半分程度しか引き出せません。定常的
な監視と分析があって対策は完成します。
人手不足やスキル不足で企業が⾃前で実施する事が難しいセキュリ
ティ運用について、リコージャパンが提供するサービスの事例を交え、
運用の重要性をご説明いたします。

16:10～17:10 小会議室305

会社を守るためのサイバーセキュリティ対策
効果を発揮するセキュリティ運用とは？

リコージャパン株式会社
ICT事業本部 ICT技術本部

マネージド推進部 プロモーションG

瀬戸 良彦

セキュリティ

№ 12

オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！

2711月 日（水）

課題解決セミナー 3階 小会議室:定員33名 参加費無料

3



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

コクヨ北陸新潟販売㈱
㈱オリバー

㈱クロノス

㈱リコー

社内外でデータ
共有パック
・Office 365
・マイクロメイツ
かんたんポータル

報連相コミュニケーション強化パック

カンタン名刺電子化アプリ
for 連絡とれるくん

ビジネスSNS

チーム手帳

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㈱

全国を網羅するネット
ワークとリモート監視
サービス。そして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

職場の空気環境改善
による作業能率向上に
貢献します。

㈱ダイレクトジャパン

オススメ！ オススメ！オススメ！

AED（日本光電）

PCA勤怠管理パック
PCA給与DX

勤怠の⾃動集計や
適正な勤務実態を
表す常勤換算表の
⾃動作成で更に業
務効率を図ります。

ピー・シー・エー㈱

オススメ！ オススメ！

勤怠管理パック
・クロノス

Performanceクラウド
・クロッシオン

介護事業所などのシフト作成の⾃
動化や、シフトデータあを勤怠管理
システムへ取り込むことにより効率化
できるソリューションをご紹介します。

オススメ！

オススメ！

どこでも
ワークタブレット

テレワークを検討
されているお客様
の課題を解決する
ソリューションの
数々を実機で体感いただけます。
テレワークを⽀えるインフラの選定ポイン
トも合わせてご紹介します。

㈱富士通パーソナルズ

オススメ！

オススメ！

Microsoft社のクラウド型サービス
「Office365」を、新たなIT基盤と
して導入する企業が増えています。
事業所内でなければ資料確認がで
きないなど、データ共有のお悩みや
課題を解決し働きやすさと業務効
率化をサポートします。 リコージャパン㈱

いつでもどこでも社内外の相手と迅速
に連絡をとり、セキュアで無駄のない
コミュニケーションを実現します。

インタラクティブ
ホワイトボード

IWB D6500
IWB D5500
IWB D3210

UCS P3500

㈱リコー ㈱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。

オススメ！ オススメ！

遠隔会議システム

デジタル
サイネージ

リコーのデジタルサイネー
ジはコンテンツが豊富、
設置が簡単、配信/運
用もラクラク。そしてロー
コストで実現します。

㈱リコー

オススメ！

㈱リコー

PJ WXL4540
PJ WX4152
PJ WXC1110

プロジェクター

オススメ！

オススメ！

ビジネスシーンで楽しく直感的
に使えるチャットで仲間同士の
信頼関係から、エンゲージメント
を⾼めて、チーム力をアップでき
ます。

CTIコネクテル

電話番号をキーに、現
在ご使用中のSFAシ
ステムやCRMシステム
にシームレスに連携す
るアドオン型のCTIソフ
トです。

㈱日立情報通信
エンジニアリング
㈱システムリサーチ

オススメ！

働き方改革ソリューション

社会インフラ/オフィスインフラ

働く環境
の改革

業務効率
の改革

オフィスにプライベート空間を

オフィスにハブスペースを

オフィスに
チャットスペースを

※展⽰商品は未定ですコミュニケーション
/会議の改革

360°Gliding Chair "ing"、昇降テーブルな
どオフィスを快適にし、コミュニケーションを⾼める
オフィス家具をご紹介します。

プラス㈱
ジョインテックスカンパニー

※展⽰商品は未定です

OBC基幹業務アプリケーション

奉行シリーズ
見込管理、人材育成、
マイナンバー、ストレスチェック

多様な働き方に対応
し、労務リスクを抑制
できる「会社の仕組
みづくり」を⽀えます。

㈱オービックビジネスコンサルタント

㈱リコー
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インターネット/セキュリティ

主な展示ソリューション/商品 3階 中会議室

メイクリープス㈱

サイボウズ kintone

サイボウズ㈱

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。

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。

㈱BSNアイネット

オススメ！

オススメ！
RPA
WinActor/NTT-AT

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。

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。

・ワイズマン すぐろくHOME
・ワイズマン Mell+ファミリー
・MELL＋、ASPサービス

作業分析/業務最適化

OTRS

OTRSは製造業やサービス業
の作業効率化に欠かせない動
作分析ソフトです。人手不足
やIoT、生産活動を取り巻く
環境は大きく変わろうとしてい
る今、改善活動を⽀援する
OTRSの有効性が益々⾼まっ
ています。

『記録』は介護における重
要な業務です。しかし、そ
れが職員の大きな負担とな
り、残業増加などの要因と
なっています。本ブースでは、
この対策として、施設サー
ビス、訪問サービスのそれぞ
れに対応するタブレット記
録システムを展⽰します。

㈱ワイズマン㈱サンレックス

3D点群処理システム

TREND-POINT

3D建築CADシステム

アーキトレンド ZERO

ARCHITREND ZEROは間取りや屋根
などの基本データから瞬時に3Dモデルを作
成し、各種図面や書類、建築CGパースな
どを一気通貫で作成する建築CADソフト
です。

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ATLUS

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

㈱ブロードリーフ

3Dレーザースキャナーやドローン、MMS
等で計測した点群データをストレスなく⾼
速に取り扱うことができ、断面作成、メッ
シュ土量計算が可能な3D点群処理シ
ステムです。

福井コンピュータ㈱

オススメ！

オススメ！オススメ！

オススメ！オススメ！

オススメ！

RNS(Meraki)、Wi-Fi、
Cisco Start

シスコシステムズ合同会社

Box
GSP・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

LanScopeCat
LanScopeAn
HACONEKO

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！
アプリケーションレベルまで通信を可視化し、ユーザ単
位で可視化/制御する次世代ファイアウォールです。

SCSK㈱

SKYSEA Client Viewは
組織の重要なデータを守るため、
情報セキュリティ対策の強化とIT資産の安全な
運用管理を⽀援する各種機能・ソリューションを
提供します。

sky㈱

LanScope Catは、IT資産管理／内部不正
／外部脅威対策を１つのツールとして提供する
ことで、シンプルなITマネジメントを実現します。

エムオーテックス㈱

オススメ！ オススメ！ オススメ！

オススメ！ オススメ！
オススメ！

おりこうCP
for RICOH

㈱ディーエスブランド

オススメ！

MakeLeaps

オススメ！

⾒積もりから請求まではも
ちろん、入金管理まですべ
てを効率化。作成した書
類は、ワンクリックで印刷・
封入・投函まで完了

業務の⽣産性向上

業種別の課題解決
製造業 建設業 介護/

福祉施設
勤怠管理パック（建設業編）

給与大臣/大臣シリーズ使えるくらうど勤怠管理
for建設業

クラウドを使ってどこでも⽇報入力、一度
の⽇報入力で勤務集計と工事ごとの労
務費集計を同時に行え、各種勤怠申
請もワークフローで管理できます。

アサクラソフト㈱

勤怠実績や工事ごとの労務費をすばやく集
計したり、各種申請書をワークフローで管理
できるパックです。作業⽇報はクラウドから入
力するため、従業員の操作はどこからでも
OKに。そのデータをもとに、必要な勤怠管
理データを⾒える化します。

応研㈱

オススメ！

オススメ！

食品製造業向け
ソリューション

オススメ！

900万画素
全方位カメラ

ネットワーク
ドームカメラ

社外向けドキュメントをデザイン
品質を落とさず、かつ簡単に内
製化できる環境をご紹介します。
紙資料の運用効率化で労働
生産性を向上できます。

㈱ジェイ・エス・エス

業界標準 EDI 制定の黎明期か
ら協議に参加した強みを生かして、
基幹業務からバックオフィスまでの
各種ソリューションをご紹介します。
①流通BMS® /EDI
②産直販売向け
③生鮮向け
④店舗集客管理
⑤通販 他

QlikView、QlikSense
無人受付 kinase
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まかせんしゃい井上氏によるRiCoreプレゼン 3階 中会議室、ホワイエ

出展企業 （五十音順）

株式会社BSNアイネット、SCSK株式会社、Sky株式会社、アサクラソフト株式会社、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、株式会社オリバー、株式会社クロノス、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、サイボウズ株式会社、株式会社サンレックス、株式会社ジェイ・エス・エス、シスコシステムズ合同会社、

株式会社システムウェーブ、株式会社システムリサーチ、株式会社ソルメディエージ、株式会社ダイレクトジャパン、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、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、三井情報株式会社、メイクリープス株式会社、株式会社ワイズマン、株式会社リコー

【自動化・省力化で残業を減らす！】

主な展示ソリューション/商品 3階 中会議室

ProC5200S
デジタルフルカラー複合機

IM C6000

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。

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。

オススメ！

オススメ！ オススメ！

オススメ！

プリンティング/カメラ/他

働く人の業務を快適にし、
コラボレーションを促し、一
人ひとりの個性をのびのび
と発揮するために、リコー
は、インテリジェントデバイ
スと最適なソリューションを
提供します。

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。

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

オススメ！

デジタルカメラ

G900

モノクロ
ハンディープリンター

プリンターで通紙できないノート
や段ボール。煩わしい設定が必
要となるラベル、封筒、ハガキ。
RICOH Handy Printerなら
だれでも簡単に印字が可能。

オススメ！

オススメ！

4連プロジェクション

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

“⽣産性向上を実現するRiCoreへの期待と気づき”

「年間40億円を売り上げる実演販売士」
“まかせんしゃい井上氏” による分かり易いプレゼンで、

まかせんしゃい井上氏

をお客様にご体感頂きます。
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① 10:00-10:15
② 11:00-11:15
③ 11:45-12:00
④ 13:00-13:15
⑤ 14:00-14:15
⑥ 15:00-15:15
⑦ 16:00-16:15

実演時間
（両⽇とも）



ViCreA リコージャパンの「働き方改革」実践事例のご紹介

⚫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として位置づけています。

SDGs リコージャパンとSDGs

⚫私たちを取り巻く環境には、地球規模から働く現場まで、さまざまな課題が山積しています。これらの課題解決には、政府や⾃治体、教育機関、企業、団体、NPO 
など⽴場を超えてパートナーシップで取り組むことが求められています。私たちは、SDGsを経営の中⼼に据えて、地域密着で課題解決のために寄り添っています。

SDGs（Sustainable Development Goals）とは、「持続可能な
開発目標」 のことで、2015 年9 ⽉の国連サミットにて加盟国全会一
致で採択された、世界的な優先課題およびあるべき姿を定めた世界共
通の目標です。17 の目標と169 のターゲットから構成され、世界のあら
ゆる国や組織が2030 年までに達成するべく取り組んでいます。

リコーグループでは2017 年4 ⽉の第19 次中期経営計画の
スタートを機に、SDGsとリコーの経営理念を踏まえて、事業を
通じて注力するマテリアリティ（重要社会課題）を決めました。
リコージャパンでは、SDGsを⾃分ごとにして、お客様にも
SDGsを拡げていくことを目指しています。

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

⚫シフト勤務制

⚫適正な労働時間管理

2.両立支援 3.マネジメントスタイル

コミュニケーション
スタイル変革

働く環境変革

1.「どこでも」働ける環境を整備

2.オフィスの変革
⚫両⽴⽀援制度

⚫男性の育児参加機会促進

リコージャパンのSDGs実践事例については、
11月26日の課題解決セミナー№8「今こそSDGs
で企業価値を上げよう！」で詳しくご紹介します。

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2,024社4,429名
のお客様にご来場いただきました。
※2019年9⽉末現在

ViCreA
Value Innovation Creative Area

⚫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

リコージャパンの働き方改革実践事例については、
11月26日の課題解決セミナー№３「働き方改革
を実現する人事制度改革」で詳しくご紹介します。

⚫時間単位年休制度

⚫1ヵ⽉単位の変形労働制

⚫イクボス

⚫残業削減に向けた取り組み

⚫社内業務の電子化

⚫テレビ会議
⚫ペーパーレス会議
⚫グループウェアOffice365

⚫インフラ環境の整備

⚫テレワーク

⚫コミュニケーションオフィス

⚫ペーパーレス

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お停めください。
（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注意ください

朱鷺メッセ

Ｄ駐車場
会場入口

駐車場
について
当日はD駐車場
（277台：無料）

にお停めください
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貴社名 TEL 展示会場のみに

ご来場のお客様は

日付/時間帯に

○をお付けください

セミナーに参加されるお客様は

希望されるセミナー番号を

ご記入ください

※エグゼクティブセミナー（E1、E2）

※課題解決セミナー（1、2、3・・・）住 所

〒

お名前 所属名
26⽇ AM / PM

27⽇ AM / PM
【役職 】

お名前 所属名
26⽇ AM / PM

27⽇ AM / PM
【役職 】

お名前 所属名
26⽇ AM / PM

27⽇ AM / PM
【役職 】

お名前 所属名
26⽇ AM / PM

27⽇ AM / PM
【役職 】

上記内容の利用につきましては、当セミナーのお申し込み確認等の業務にご活用させていただきます。
収集したこれらの個人情報は適切な安全対策のもと管理し、原則としてお客様の同意なく第三者へ開示・提供いたしません。

セミナープログラム 定員に達し次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。

日程/分類 エグゼクティブセミナー 課題解決セミナー

26日
（火）

国際会議室 小会議室303 小会議室304 国際会議室

E1
松井秀喜を
5打席連続敬遠した男
（河野 和洋氏）

①価値を伝える重要性 ②電子小⿊板セミナー ③働き方改革を実現する
人事制度改革

④採用サイト作成＆
ホームページ活用セミナー

⑤労働基準監督官が行う「臨検監
督」の概要と対策のポイント

⑥今こそSDGsで企業価値を
上げよう！

27日
（水）

国際会議室 小会議室303 小会議室304 小会議室305

E2
「ミレニアル世代」は
こう動かせ
（原⽥ 曜平 氏）

⑦全社員参加!! 
働き方ビフォーアフター

⑧現場動画で始めるカイゼンで
生産性向上と働き方改革を実現

⑨働き方改革と生産性向上に
寄与する業務⾃動化の実践

⑩社内データに潜む価値を
発掘しよう！

⑪最新！働き方改革を踏まえた
会社における労務管理の勘所

⑫会社を守るための
サイバーセキュリティ対策

FAX 025-275-8119送信

必要事項をご記入いただき、下記のFAX番号までお申し込みいただくか、担当営業へお渡し下さい。

SolutionWay新潟 2019 参加申込書

リコージャパン㈱ 新潟⽀社 セミナー事務局

http://www.ricoh.co.jp

◼担当営業

◼新潟⽀社
新潟市東区下木戸1-18-30

TEL：025-275-8111

FAX：025-275-8119

◼長岡事業所
長岡市稲保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

※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

※セミナーお申し込みの方には「セミナー参加券」と「フェア招待券」を、
展示会場のみにご来場の方には「フェア招待券」をお届けします

参加申込書 申し込み締切：11月21日（木）

【ver 1.3】

◼魚沼事業所
新潟県南魚沼市浦佐1188-２

南魚沼市役所大和庁舎2F
TEL：025-775-7145
FAX：025-775-7165

満席


