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～企業生産性を革新するＩＣＴと働き方改革～

RICOH
ICT Solution Fair 2019

基調講演･セミナー企画

展示内容

【働き方改革ゾーン】 【業務生産性向上ゾーン】

【業種課題解決ゾーン】 【セキュリティ強化ゾーン】 【その他ソリューション】

基調講演1・ セミナー4 計5セミナー



ICT Solu

商品名出展内容

SDGs（Sustainable Development Goals）とは
2015年9月の国連サミットにて採択された国際社会共通の
目標で、世界の貧困をなくし、持続可能な世界を実現する
ため、2030年までに解決すべき17の社会課題から成り立っ
ています。

お客様と共に、リコージャパンは
SDGsに貢献していきます

働き方改革ゾーン “限られた時間で最大限の成果を出す為に”社内実
践事例を踏まえてお客様に最適な解決策をご紹介
いたします。リコージャパンと共に着実に働き方改革を
進めていきませんか。

業務生産性向上ゾーン 基幹業務の効率化につながるソリューションをは
じめ、業務ロボット（RPA)による生産性向上や、
新規顧客の獲得につながる各種ソリューションを
ご紹介いたします。

■コミュニケーション変革から始める働き方改革 BONXforBUSINESS、UCS

■社内外でのデータ共有で業務スピードＵＰ！ 社内でデータ共有パック（BOX）　★

■セキュアで無駄のないコミュニケーションを実現！ 電子化アプリfor連絡とれるくん　★

■Office365の価値を最大限に！ ネクストセット　Office365ｱﾄﾞｵﾝﾂｰﾙ

■いつでもどこでも、どのデバイスでも仕事ができるマイクロソフトクラウド基盤 Office365、Microsoft365

■Office 365 と HENNGE Oneで働き方改革をセキュアに実現 HENNGE　One

■PCAの会計・人事・給与・勤怠管理ソフトなどのクラウドサービス PCAクラウド、クロノス

■お使いのスマホを内線化、シームレスな顧客対応を実現します。 V&D・ｽﾏﾎ内線

■奉行Edgeで、総務担当者と従業員とをクラウドでつなぎ生産性向上！ OBC奉行クラウド

商品名出展内容

■RPAを活用した業務効率化！ OCR，WinActor

■販売業務に必要な帳票業務から入金管理までを効率化！ MakeLeaps

■請求書データの登録業務をAIとOCRで効率化！ RICOH　CloudOCRfor請求書　★

■カンタン導入・賢く育成　チャットボットで問合せ革命！ Chatbot／Teams

■機密情報のマスキング業務を手作業から解放！ マスキングアプリ　★

■用紙耐容力でノベルティ等印刷の内作を実現 オンデマンドプリンターProC5200

■簡単に素早く名刺サイズにカットできます 名刺カッター

■業界注目！オリジナルTシャツで売り上げアップ RICOH Ri 100



tion Fair 2019

セキュリティゾーン

業種課題解決ゾーン

その他ソリューション

様々な業種の“現場”が抱える課題を解決し、
生産性向上をサポートする最適なソリューション
をご紹介いたします。

★スクラムパック対象品 ●展示内容は予告無く変更させていただく場合がございます、ご了承下さい

企業の情報・資産を如何に守り、効果的に運営す
るか。様々に変化する働く環境全体を捉え、お客様
に最適なセキュリティソリューションをご紹介いたします。

商品名出展内容

■福祉業務に携わる方々の業務支援するソフトウェアをご紹介 ほのぼのシリーズ、Care Palette、voice fun★

■スタッフの心労と疲労を改善 BSS/AED　★

■起こりうる災害で社員の安全を守るために！ 安否確認サービス２　★

■建設業界（土木・建築）にお役立つソリューションをご紹介 ATLUS、ALTA　★

■施工管理の仕組みを変革する製品・サービスをご紹介 デキスパート、写管屋、安全管理サイガード★

■有効求人倍率2.42の時代に…発信型HPで求人獲得！ おりこうブログ　★

■カメラが運転を見守り、安全運転意識の向上！ ドライブレコーダー

■施工管理をクラウド化し、現場の業務を効率化 カンタン施工管理fofANDPAD　★

■クラウドを活用してどこでも勤怠管理 使えるクラウド勤怠for建設業　★

商品名出展内容

■Windows10マイグレーション支援 DeskTopPatorol　

■BUFFALOが働き方改革を支援します！ 無線LAN　

■ネットワークの入口・出口対策をUTMで強化！ FortiGate　★

■「情報漏洩対策」と「IT運用管理」などクライアント運用管理を支援！ SkySeaClientView

■あらゆるデバイスを安心・簡単に利用して社内システムやクラウドにアクセスできる環境のご提案 WorkspaceONE

■多拠点や遠隔地への迅速なビジネス展開、および IT 管理者負担、運用コストの削減を支援 Meraki

■セキュリティ対策とＩＴ管理をサーバレスで！ ISM　CloudOne

商品名出展内容

■”あうんの呼吸”で腰をたすけ、作業の身体的負担を軽減! パワースーツ（ATOUN MODEL Y)

■経営戦略・働き方改革をカタチにするワークプレイスデザイン 什器（働き方改革）

■店舗前の掲示板をデジタル化、社内活用にも有効的 デジタルサイネージ

■積荷をストレッチフィルムでラッピング ラッピングマシン

■エネルギーインフラをワンストップで提供できる省エネルギーソリューション 電力＋ＬＥＤ

■交通費の削減・シームレス会議の実現 VicreA遠隔紹介

■いつでも、すぐ目に見えない問題課所の発見に! デジカメ・サーモカメラ



リコージャパン株式会社
鹿児島支社 事業戦略部

［担当］上迫田・渕田・茂谷
TEL:099-225-1000（代）

かごしま県民交流センター
（2F 大ホール）

鹿児島市山下町14-50
TEL:099-221-6600

会 場

お問合せ

※地下駐車場 2時間無料

セミナー②

10/25 金

10:30～11:30

定員 50名

営業担当者様、総務担当者様、IT担当者様向け

テ ー マ：リコージャパン社内実践セミナー ～部門別office365利用活用事例～
リコージャパンの営業マンの一日を通した具体的な活用方法と総務部、経理部、情報システム部、 バックオフィスがOffice 365を

活用してどのように働き方が変わったかご紹介いたします

講師紹介： 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 大塚 明弘

セミナー③

10/25 金

13:15～14:15

定員 50名

総務担当者様、業務担当者様、IT担当者様向け

テ ー マ：リコージャパンRPA を活用した業務自動化の実践事例のご紹介
社内導入展開を進める中での問題・課題と、それにどのように対応してきたか…をお伝えすることで、 お客様がご導入を検討される際の

手がかりにして頂ければ幸いです

講師紹介：リコージャパン 株式会社 経営企画本部 構造改革推進センター センター統括室
業務革新グループ チーフ 寺田 昭道

セミナー④

10/25 金
14:45～15:45
定員 50名

自治体、大学、金融機関、企業・団体向け

テ ー マ ：今こそSDGsで企業価値を上げよう!～ リコージャパンの社内浸透と取組みをご紹介 ～
「持続可能な開発目標(SDGs/エスディージーズ)」が国連で採択されて４年目。 SDGsに含まれている社会課題に取り組むことが、

経営リスクの回避になるとともに、事業成長につながると言われています。 ３年間でのべ7千人を超える従業員と、お客様にもその価値

を伝える活動をしてきたリコージャパンの取り組みをご紹介します。

講師紹介：リコージャパン 株式会社 鹿児島支社 事業戦略部 部長 上迫田 仁

セミナー①

1０/24 木

15:30～16:30

定員 50名

営業担当者様、総務担当者様、IT担当者向け

テ ー マ ： 使ってみて分かった、わたしたちの働き方改革実践事例！！
リコージャパンは昨年より働き方改革を実践するうえでグループウエアの再構築を実施しました。

再構築によって我々の働き方がどのように変わったかをご説明し今後皆様方のグループウエア等の選定にお役に立てばと思い紹介を行います。

講師紹介： リコージャパン 株式会社 鹿児島支社 営業部 部長 道上 慎二

基調講演

1０/24 木

13:30～15:00

定員 50名

経営者様向け

テ ー マ ： 鹿児島の偉人に学ぶこと ～薩摩スピリッツを次世代へ～
夢と希望を描き、覚悟を決め信念を貫くことで夢を達成できるという事を薩摩の英雄の生涯像から学び、新しい令和の時代を生きる若者

たちへどのように伝えることが出来るかを参考にして頂いて、社員育成に役立てていただきたい。

講師紹介：NPO法人 まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会 代表理事 東川 隆太郎 氏

基調講演 / セミナーのご案内
別紙「お申込書」にてお申し込みください。なお、定員になり次第締め切らせていただきます。

●セミナー内容は予告無く変更させていただく場合がございます、ご了承下さい

v.1.1

ミニセミナーのご案内
実際の操作や業務を体感いただけるよう、ミニセミナー形式でデモンストレーションをいたします。

開催日/時間 10:00～ 11:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～

10月24日（木） － 勤怠管理（PCA） 連絡とれるくん BOX 勤怠管理（PCA） 連絡とれるくん

10月25日（金） 連絡とれるくん 勤怠管理（PCA） BOX 連絡とれるくん 勤怠管理（PCA） －

午前 午後

※1回15分程度を予定しております


