無料・事前登録制

ピックアップセミナーのご案内

2020年2月６日

コーチャンフォー釧路文化ホール
展示ホール

働き方改革をテーマに、生産性向上・労務管理・IT活用についての
いつでもどこでも社員が繋がる
各種セミナーをご用意致しました。是非この機会に聴講くださ！

A

セミナー

木

定員
20名

情報共有で業務効率UP

BCP対策も！Office365活用による社員を中心にした働き方

６日（木）
開始 10:30
終了 11:30

働き方改革、どこから始めたらよいか迷っていませんか？人手不足、長時間労働の
問題には業務効率化が不可欠です。リコージャパンはOffice 365の活用により、
外出先からの社内情報へのアクセス、社員間のコミュニケーション環境を整え、
業務効率化を図っています。リコージャパンの実践事例や中小企業のお客様事例を
ご紹介しながら、効果的な情報共有のポイントをご紹介します。
[講師] リコージャパン㈱ ICTソリューション営業部

中小企業の過重労働対策、
実務上のポイントとITツール活用方法

B

セミナー

６日（木）
開始 13:30
終了 14:30

定員
20名

～36協定の特別条項に上限規制が定められます～
働き方改革関連法の施行により、2020年4月より中小企業にも36協定の特別条項
で定める限度時間に上限規制がかかります。この上限規制には罰則も規定されており、
内容を正しく理解して対策を講ずる必要があります。また、働き方改革関連法には
その他にも重要な法改正が行われており、併せて対応が必要です。本セミナーでは、
働き方改革に伴う法改正情報とともに、過重労働がもたらすリスクとITツールを活用
した対策についてご説明いたします。支援するメニューを併せてご紹介いたします。

リコー ソリューションフェア 2020in 釧路
RICOH SOLUTION FAIR 2020 in Kushiro

人×ICTで切り開く
北海道の価値ある未来
日時

2020年2月6日

木

10:00-17:00
会場

コーチャンフォー
釧路文化ホール

働き方
を変える

[講師] ㈱オービックビジネスコンサルタント

C

セミナー

６日（木）
開始 15:30
終了 16:30

Windows 10 を使いこなそう！
～知っていると得をする便利な機能～

定員
20名

[講師] リコージャパン㈱ ICTソリューション営業部

すでに使っている方も、これから使う方にもきっと役立つ、Windows 10 の便利で
安全な使い方をデモを交えてご紹介いたします。業務の生産性を向上させる小技や、
セキュリティを強化する設定やサービスなど、Windows 10 には働き方を改革する
機能が満載です。また、システム管理者の負荷軽減と PC 利用者の快適化を
支援するメニューを併せてご紹介いたします。

会社を
守る
業務効率
を上げる

[講師] リコージャパン㈱ ICTソリューション営業部

セミナー参加お申込み

FAX：0154-24-5574

貴社名（必須）
ご住所
TEL（必須）

ご紹介販売店（必須）
希望セミナー

［販売店担当者］
ご参加者名

お役職

□セミナーA［10:30～11:30］
□セミナーB［13:30～14:30］
□セミナーC［15:30～16:30］
上記へご記入のうえFAXにてお申込み下さい［リコージャパン株式会社 釧路営業所 宛］
［お問合せ］リコージャパン株式会社 釧路営業所 新野・松原・多田（TEL）0154-24-5150

ご案内担当
株式会社マルエイ六峰社
〒085-0027

釧路市仲浜町1番15
TEL (0154) 25-0770
FAX (0154) 25-0841

リコーープロダクト

【RICOH カンタンストレージ活用】
【A4対応複合機】

【RICOH Handy Printer】

【プロジェクター】
設置場所や機能、投写距離から
お客様の目的にあったプロジェ
クターをご提案します

紙文書もクラウド
ストレージでカン
タンに一元管理
どこにいても書類
を閲覧・ダウンロードできるのでスピ
ーディな情報共有が可能に

高機能・高品質を凝縮
したコンパクトボディ
カラーMFP

【カラーレーザープリンタ】

【RICOH カンタン名刺電子化アプリ
for 連絡とれるくん】

スペースを取らずに多彩
な紙折が可能
業界初！胴内でZ折り、
二つ折り、外三つ折り、
内三つ折りに対応

「今、書きたい」を実現
書きたい場所に手軽に印字可能

【デジタルカメラ】

１シャッターで
【ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ】 360°の動画・写真
が取れる全天球カメラ
写す！書ける！
共有できる！
防水・防塵・業務用
拠点がつながる
デジタルカメラ
ホワイトボード

名刺情報を一括管理。
社内で共有、社外で
も活用。
「RICOH カンタン名刺電子化アプリ
for 連絡とれるくん」が一人ひとりの人
脈を企業の資産に変えます

【カラープロダクションプリンター】

【ビジネスホン】

高品質な印刷を必要な時に 【ガーメントプリンター】
必要な分だけ
気軽にＴシャツやトートバッグに
印刷可能なプリンター。
これまでにないガーメントプリン
ターがビジネスの幅を拡げます。

【デジタルサイネージ】
スティックタイプの
デジタルサイネージ
繋いだディスプレイが
簡単に広告ツールに

通信コスト削減のお手伝
いします。多くの用途を
一台で

S-integral

セキュリティ＆ソリューション
顔認証システム
対象となる人物を検知するとアラームを
発してユーザーに通報するなど、1つのソ
フトで侵入・置き去り検知、
人数カウントや顔認証など統合的な運
用・管理を実現します。

奉行ｉ10シリーズは、中小企業の
あらゆる業務の生産性を向上します。
奉行ｉ10シリーズは、会計・給与・販売管理をはじめ勤怠
管理やマイナンバー、固定資産管理、税務申告まで、
中小企業の幅広い業務に対応し、業務の生産性を向上します。
必要な業務を選び、部分的・段階的に導入いただけます。

業種問わず
特定の動作・姿勢が続く『現場』で
ATOUN MODEL Yを活用
これまでの常識を一掃する、
A I 清掃ロボット。
革新的ナビゲーションで
清掃のカタチを変えていきます。

インターネット経由でかんたん・
低コストで基幹業務ソフトを利用！
会計・人事・給与・勤怠管理・販売仕入管理など企業業務全
般をサポート！

さらなる積算業務効率化を実現「ATLUS REAL Evo」
30年以上の実績と信頼から土木積算システムのスタンダードと
してご好評頂いている「ATLUS」シリーズが、さらなる進化
を遂げて「ATLUS REAL Evo（アトラス レアル エボ）」と
して誕生。

経営戦略をサポートする
大臣シリーズ
PC、タブレット、スマートフォンをタイムレコーダーに！
PC、タブレット、スマートフォンを使って、クラウド上で
打刻データを管理できるサービスです。
直行直帰の多い外勤社員、建設現場や訪問介護の職員、派
遣勤務やテレワークでも正確な勤怠管理が行えます。

「おりこうブログDS」はシリーズ累計
15,000件のお客様に選ばれた経験と実
績をもとに開発した企業向けホームペー
ジ作成ソフトです。

デキスパート
施工管理システムのベストセラー

音楽療養コンテンツ「健康王国」を
最大限にご活用いただける機能が充実。

Webの専門知識が無くても、
簡単操作でホームページを作成！

「現場の今、お金の今がわかる」をコンセプトとする、
建設業様の利益を上げるための原価管理ソフトです。

ケアの記録や請求業務のICT化で
業務の効率アップを実現！

介護・福祉の全サービスをカバーす
る豊富なラインナップで
介護現場をトータルサポート

お客様の独自情報やノウハウを蓄積し
ご活用いただける機能を搭載した土木
工事積算システム

SKYSEA Client Viewは「使い
やすさ」をコンセプトに、
IT資産の安全な運用管理やサイ
バー攻撃へのリスク対策、
個人情報など重要データの情報
漏洩対策を支援する各種機能を
搭載しています。

みつもりくん
空調 衛生 電気設備 積算見積システム
直感的に拾える！スタディレスで即効果！

BIM対応設備CAD FILDER Cube
複層階の大容量図面も楽々操作！
時間や場所を問わずＰＣを使いたい！
いつでも安全にＰＣを使いたい！
オフィスのPCを外出先から安全に
使えるタブレット

あらゆるシーンで活躍する
モバイルパソコンと各メーカー
最新パソコンを体感ください

磁気データ消去装置
MagWiper
企業を情報漏洩から守ります！

Synology NAS 保守付NAS

高信頼性のビジネスNAS LANDISK他
ビジネスに役立つ周辺機器を展示！

