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新時代の生産性を革新するICTと働き方改革!
リコージャパンでは、働き方改革をはじめ、様々な経営課題や業務課題の改善にチャレンジしております。社員一人ひとりが、
イキイキと働き、個人及びチームとして最大のパフォーマンスを発揮し、新たな価値を生み出し続けることができる働き方を実現
していきます。私たちが取り組んで参りました社内実践事例やパートナー企業との協業によるによるさまざまなソリューションをご
紹介いたします。人と人、そしてオフィスや現場をデジタルでつなぐことで、「働く」を変革し、生産性を革新するICTの活用と持
続可能な社会の実現に貢献してまいります。

ソリューション展示
お客様が抱える様々な課題の解決に貢献するソリューションを、各ゾーンでご覧いただけます。

働き方改革

新たな価値を生み出す働き方
へ、リコージャパンの社内実践
事例を通じて、“お客様の働き
方改革をカタチに”をテーマに、
「場所にとらわれない働き方」
「新しいコミュニケーション」「長
時間労働の是正」「オフィス環
境向上」について、ご紹介いた
します。

業種課題解決

お客様が抱える“課題”は多岐
に渡ります。“現場のお客様の
声を実現する”をテーマに、建
設業、製造業、福祉・介護業
など、お客様が抱える業種特
有の「経営課題」や「お困りご
と」へパートナー企業との協業
による具体的な改善ソリュー
ションをご紹介いたします。

業務生産性向上

企業の生産性向上に向けて、
お客様の基幹業務に関わる
課題解決が現在求められてい
ます。「業務を自動化したい」、
「人手を増やさず売上拡大し
たい」、「紙に関わる業務を軽
減したい」といった課題に対し、
解決方法と改善効果について
ご紹介いたします。

セキュリティ強化

環境の変化により“情報の保
護”はグローバル環境での最重
要課題となってきています。“即
効性”と“データを守る”に拘り、
このゾーンでは、“何時でも何
処でも安全に”をテーマに、価
値創造を支える最適なセキュ
リティソリューションをご紹介いた
します。

業種課題解決
建設・福祉

業種課題解決

セミナールーム

玄関

受付

働き方改革ゾーン

セキュリティ強化

業務生産性向上ゾーン

NO 業種 分類 ブース 内　　　容 ベンダー名

1 - 集客・売上アップ サイネージ液晶
固定式スタンドとキャスター式スタンドで様々な場所と用途に合わせてフレキシブルに運用可能、今までになかったLEDディスプレイ、高

角度、高精密、最新のデジタルサイネージディスプレイで販売促進につなげていただけます。
株式会社  みづま

2 - 集客・売上アップ
人材獲得・施設紹

介・デジマ支援

ホームページについてのお悩みごとは、開設目的や業種、取扱商品、サービス内容、担当者のスキル、投入できるコストや時間などに

よってさまざまです。「おりこうブログDS」ではそれぞれのお悩みを、便利な機能と万全のサポートサービスですべて解決いたします！
株式会社DSブランド

3 - 業務生産性向上 空気清浄機
高性能空気清浄機により高い集塵・脱臭・除菌性能を実現し、施設内の空気環境改善に、より安全で快適な空間づくりに貢献致し

ます！施設内の臭いが気になる、施設内の感染対策が気になる・・こんなお悩みを解決します！
株式会社ダイレクトジャパン

4 - 業務生産性向上
AI清掃ロボット・福利

厚生

「Whiz」は、主にカーペットなどの床清掃を目的とする自律走行が可能な乾式バキュームクリーナーのAI清掃ロボットです。厳しい人材

不足という課題解決に、自動運転技術を活用したWhizが、人とロボットが協働し、社会的課題を解決していきます。
ソフトバンク株式会社

5 - 業務生産性向上 OCR・その他
定型帳票OCRに加え、読み取り項目から読み取り位置を特定し文字を認識。利用シーンに合わせた使い分けにより運用コストの低

減しデータエントリー業務の効率化に貢献します。その他スマートデバイスなどのICT資産全体のセキュリティ資産管理のご紹介。
株式会社富士通パーソナル

6 - 業務生産性向上 Chatbot
RICOH Chatbot Serviceは、「誰でも・すぐに・簡単に」自動回答サービスを運用できるアプリケーションです。Excelがあれば、かんた

ん導入、運用もらくらく、さらに、問い合わせを可視化できるため、これまでわからなかったお客様のニーズも簡単に発見できます。
リコージャパン株式会社

7 - 業務生産性向上 RPA・ワークフロー
リコージャパンでは、いち早くバックオフィスにおける業務プロセスの自動化・効率化に取り組み、効果を上げるとともに「生産性の向上」を

推進し「働き方改革」を実現してきました。RPA活用事例や生産性向上に繋がるソリューションをご紹介します。
リコージャパン株式会社



NO 業種 分類 ブース 内　　　容 ベンダー名

8 - セキュリティ強化 監視カメラ
ステーションより離れた場所から利用者様の様子や出入口の状況を映像と音声にてモニタリングすることができます。また、犯罪への抑

止効果だけでなく、万が一犯罪が起こってしまった時の証拠や検証に使用することができます。

株式会社ドッドウエル ビー・

エム・エス

9 - セキュリティ強化
クライアント管理ツー

ル

資産管理・セキュリティソフトの決定版。最新バージョンでは、Windows 10更新プログラムなどの適用・管理を管理画面上で行える

機能を搭載。PCを常に最適な状態に保ち、安全にご利用いただけるよう、スムーズな更新作業をサポートします。
Sky株式会社

10 - セキュリティ強化
多層防御・セキュリ

ティ

ますます巧妙化するマルウェアの脅威、日々全世界で発生する新種・亜種のマルウェアは、企業にとって大きな脅威です。働き方の変

化に伴い、ICTの安全な活用と人材確保は大きな課題です。その課題に「RICOH PC多層防御パック」でお応えします。

BluePlanet-Works株式

会社

11 - セキュリティ強化 バックアップツール
Shadow DesktopのファイルバックアップはOSやアプリは含みません。また、必要なファイルだけを復元させる事もでき、マルウェアを避け

て復元させる事が可能です。ランサムウェアに感染しても、情報の消失を最小限に抑える事ができます。
株式会社アール・アイ

12 - セキュリティ強化 セキュリティ管理
ビジネスが成長するにつれネットワークは複雑になっていきます。増加したトラフィックやデバイスやクライアント数の増加により、ネットワーク

やセキュリティの管理が煩雑化しています。「Meraki」は、単一のダッシュボードから管理され、セキュリティをシンプルにします。

ダイワボウ情報システム株式

会社

13 - 働き方改革 労務管理
業種・業態に最適な勤怠管理システムを提案します。就業・給与システムに人事情報の管理機能を標準搭載した次世代型人事労

務管理パッケージです。時間外労働時間の集計や休暇管理など働き方改革をサポートする機能が充実しています。
アマノ株式会社

14 - 働き方改革 基幹業務
財務会計、販売・顧客管理、人事労務管理、そして拡大を続ける連携ソリューション、 大臣シリーズは先進の機能と洗練された使い

やすさで、あらゆる基幹業務を強力にサポートします。高い機能網羅性で、今までにない業務効率化を可能にします。
応研株式会社

15 - 働き方改革 労務・シフト管理
勤務時間等の自動集計、変形労働時間制への対応をはじめ、あらゆるニーズにきめ細かくこたえる先進機能を満載、正確な労務管

理・業務の効率化をバックアップします。また、AI技術エンジンを搭載したシフト作成のご紹介、時間を大幅に削減します。
クロノス株式会社

16 - 働き方改革 労務管理・電子申請
労務手続き、年末調整、有休管理、Web給与明細、マイナンバー管理機能を持つクラウド型システムです。全ての機能をオールイン

ワンで使うことができます。企業内で担当者が行う業務を効率化するだけでなく、全従業員の社内業務を効率化します。
ピー・シー・エー株式会社

17 - 働き方改革
コマーシャルプリンティ

ング

パンフレット作製や紙の他、特殊シートへ（クリアファイル・布等）の印刷による訴求力の向上につながる機器のご紹介、働き方改革と

売上拡大につながるコマーシャルプリンティングソリューションのご紹介です。
リコージャパン株式会社

18 - 働き方改革
連絡先共有・コミュニ

ケーション

社内外の「連絡先・名刺情報」をクラウドに集約して全社で活用、複数人でタイムリーな情報共有やコミュニケーションが可能、個人情

報を持ち歩かずセキュアに業務の遂行ができます。社内外とのコミュニケーションを効率化で働き方改革を支援します。
リコージャパン株式会社

19 - 働き方改革 クラウドストレイジ
容量無制限のストレージ、いつでもどこからでもアクセス。 会社・組織を超えたコラボレーションを実現する法人向けクラウドストレージ、い

つでもどこからでも、安全に情報にアクセス！ビジネスプラットフォームで働き方改革の推進や業務効率向上を支援します。
三井情報株式会社

20 働き方改革 ビジネスチャット
「チーム手帳」なら、直接会う時間がなかなかとれなくても自由にグループをつくり、ビジネスシーンにフィットするスタンプやカードを直感的

に利用して、いつでも・どこでもチャットでコミュニケーションできます。エンゲージメントを高めてチーム力を強化できます。
リコージャパン株式会社

21 運送 業種業務課題 運送業務支援
日々の「点呼」は重要な業務の1つです。ICT技術を活用することで、離れた場所からでも質の高い「点呼」行うことができます。また、

運輸業の要となる配車業務では、ICTを活用して配車から運行までを効率的に進める仕組みをご提案いたします。
リコージャパン株式会社

22 観光 業種業務課題
観光宿泊・小売業向

けソリューション

広い施設のどこにいても連絡が取りあえる宿泊業向けのクラウド型情報共有システムは、客室状況や文書共有あるいは、食事の時間

変更などの即時共有できます。また、小売業向け情報共有システムは、迅速で正確な本部店舗間の情報共有を支援します。
リコージャパン株式会社

23 製造 業種業務課題 3Dソリューション
最新鋭の高精度な非接触ハンディスタイプ3Dカラーキャナーにより最大解像精度0.1mmで対象物を3Dデーター化いたします。 人物

や工業製品など実在する様々なリアル形状を簡単にデータ化が可能です。また、最新の3Dプリンターのご紹介をいたします。
株式会社NCPサプライ

24 製造 業種業務課題 CADCAM
Fusion360は、クラウド技術を活用した3D CAD/CAM/CAEが1つになったオールインワンパッケージ。モデリングから、解析、ツールパ

ス作成まで製品開発に必要なプロセスをシームレスに実現。また、工場ののレイアウト変更に革新的なツールもご紹介いたします。

株式会社エービーケーエスエ

ス

25 製造 業種業務課題 ダイレクトプリント
立体物へダイレクトプリント可能。新搭載のヘッドは、ノズル長が伸びてノズルの数が増えたことでプリント速度は大幅に向上、プリントに

費やす時間を短縮し、生産効率アップに貢献、短時間できることで、より気軽にオリジナルグッズ製作をお楽しみいただけます。

株式会社ミマキエンジニアリ

ング

26 製造 業種業務課題 RFIDタグ
書き込み情報の可視化を可能とする「RECO-View RFタグ」は、人の手により行われている業務の自動化はもちろん、既存インフラと

の親和性が非常に高く、RFタグを可視化できる唯一のソリューションです。RFID導入までのトータルソリューションをご提案します。
リコージャパン株式会社

27 製造 業種業務課題 製造向け周辺機器
温度計・騒音計・照度計、風速計などのセンサーやセキュリティカメラ、デジタル顕微鏡、また、遠隔にディスプレイ表示させるための有

線・無線の接続機器など、製造業様で使える周辺機器について、幅広くご紹介いたします。
サンワサプライ株式会社

28 - 業種業務課題 作業支援ロボット
腰の動きをセンサーがとらえ、パワフルなモーターの力で腰部への負担を軽減する着るロボットです。面倒なセンサーの取付などの事前準

備は必要ありません。バックパックのように着用し、スイッチを ON するだけ。あとは「あうんの呼吸」であなたをサポートします。
株式会社ATOUN

29 介護 業種業務課題
福祉介護向けカラオ

ケシステム

通信カラオケ機器「DAM」を活用した介護予防・健康増進コンテンツ配信システムです。音楽・体操・映像を通じて、楽しい・面白いと

いう体験を共有し効果を実感、自ずと介護予防や健康増進につながり、生きがいづくりの大きな力となります。
株式会社第一興商

30 介護 業種業務課題 ナースコール
ナースコールシステムの進化した機能についてご紹介、視認性アップで病棟での情報共有を円滑化します。そして起き上がり・離床をカ

メラで検知する映像見守りシステムがゼロルクスに対応しましした。ケアの負担を大幅に削減いたします。
アイホン株式会社

31 介護 業種業務課題 センサー・ヘルスケア
介護施設向けケア支援ソリューションは、IoT機器と電話設備の融合により、センサーを活用し、通知、統計の可視化により介護施設

におけるスタッフの働き方改革、利用者の安心・安全をサポートします。見守りセンサーや排せつセンサーなどをご紹介します。

（株）日立情報通信エン

ジニアリング

32 介護 業種業務課題 見守・眠りSCAN
眠りSCANはマットレスの下に設置したセンサにより、体動（寝返り、呼吸、心拍など）を測定し、睡眠状態を把握します。これを活用

することでケアプランの改善やスタッフの業務負担の軽減、生活習慣の改善などにお役立ていただけます。
パラマウントベッド株式会社

33 介護 業種業務課題
ほのぼのNEXTシリー

ズ

操作性、導入後のサポートでお客様に評価され、業界トップクラスのシェア！話すだけで介護記録を作成できる音声入力やタブレットに

よる入力など、誰でも簡単に入力できること業務効率を大きく改善いたします。多言語対応で外国人研修生でも対応可能。
NDソフトウェア株式会社

34 建設 業種業務課題 建築設計CAD
プレゼンや申請書類など設計業務に必要な書類や図面、CGパース等とデータ連動し整合性をキープ。しかも、入力はあなたの設計ス

タイルに合わせて自在にカスタマイズでき、完成にフィットした操作で提案までの時間を圧倒的に短縮します。

福井コンピュータアーキテクト

株式会社

35 建設 業種業務課題 デジタル野帳
建設現場で多くの方に使われている「野帳」をデジタル化. デジタル野帳 eYACHOは. 朝から晩まですべての業務で活用できる建設

現場必須アプリです。手書きで自由自在にメモをとることができ、現場で撮った写真を貼り付け、残業時間を大幅に削減可能。

株式会社 MetaMoJi

（13日のみ）

36 建設 業種業務課題 水道申請・管理
水匠は、水道工事に関わる様々な図面作成業務を効率化する為に作られたシステムです。長年の開発で培ってきた独自のノウハウを

数多く搭載し、水道申請に関わる書類・図面を素早く仕上げることができます。工事の匠は工事情報を一元で管理できます。
株式会社システムズナカシマ

37 建設 業種業務課題 施工管理の効率化
現場の位置出しや観測作業を劇的に効率化、 次世代の高品質な"スマート施工"を実現するシステムです。 人手不足へ技術者は

もちろんのこと現場作業員までもが操作できるナビゲート機能で かつてない迅速な作業と効率化が実現します。
株式会社建設システム

38 建設 業種業務課題 原価管理・進捗管理
業界導入実績No.1！ 原価管理システム「どっと原価NEO」は、建設業・個別受注製造業などの見積・実行予算・原価管理・支払

管理や他社会計ソフト連携により生産性の向上を実現します。工事の利益率アップ、経営力向上に貢献します。
株式会社建設ドットウェブ

39 建設 業種業務課題 建築プレゼン
CADのような難しい知識を一切必要としません。CAD未経験の営業の方でも簡単に短時間で3Dプランや平・立面図、プレゼンシート

等の提案資料を作成する事ができます。3Dによるわかりやすい提案でプレゼン力UP、提案スピードと提案力向上し受注アップ。

株式会社コンピュータシステ

ム研究所

40 建設 業種業務課題 安全管理
リスクアセスメントをスピーディーかつ的確に実現。災害事例集・作業手順集･関連法令・記録文書・教育資料等のコンテンツを多数

搭載。安全活動を支援し、労働災害の発生防止と､万が一に発生した際にリスク最小化、労働安全衛生支援システムです。

株式会社コンピュータシステ

ム研究所

41 建設 業種業務課題 出面集計・労務管理
日報から勤怠管理・原価管理を同時に行えます。さらに日報未提出や残業の見える化、有給取得管理機能など多彩な機能でより

正確な勤怠管理をサポート。また、使えるクラウドシリーズは、さまざまな業種別のソリューションを準備しています。
アサクラソフト株式会社

※上記「出展」内容は、各種ベンダーの都合により変更になる場合がございますのでご了承ください。



開催会場へのご案内

リコージャパン株式会社 島根支社

〒690-0038
島根県松江市平成町182-27
松江事業所 TEL 0852-21-9001
事務局：錦織、小早川

●駐車場のご案内 ※事業所前の駐車場をご利用ください。

【お問合せ先】

※セミナーは、定員を大幅に上回った場合、会場の都合によりお断りをさせていただく場合がございますのでご了承下さい。
※セミナー内容・講師につきましては予期無く変更になる場合がございます。 ※申込締切2月10日（月）

2/13
（木）

13:30-14:45
人手不足対策・コスト縮減・生産性向上のための

建設ICT活用「はじめの一歩」 ※建設業様向け

ますます進む人手不足の中、生産性向上を図るにはICTの上手な活用が鍵となります。本セミナーでは、3Dデータを活用し、生
産性向上につなげて大きな効果を上げている事例などを中心にご説明いたします。また、ICT機器の活用について効率的に現場
で測量を行っていただくなど、はじめの一歩を具体的にご紹介いたします。

(定員16名) 株式会社 建設システム 土木施工管理技士 前土井 章次 氏

※別紙の申込書にてご予約をお願いいたします。 申込締切2月10日（月）

2/13
（木）

15:30-16:45
セキュリティ強化2020対策のポイントと勘所
～漏れてたの？では済まない。企業アカウントの守り方～

「Emotet」と呼ばれるマルウェアの感染被害が拡大、サイバー攻撃の数はここ数年で倍増しています。中小企業の８割以上が何
らかの情報漏洩の可能性があるとさえ言われています。本セミナーでは高度化・複雑化する脅威に対して、高度化・複雑化するセ
キュリティ対策をもっとシンプルかつ確実にするための新しいアプローチ方法について、最新の脅威動向を解説しながらご紹介します。

(定員16名) 株式会社Blue Planet-works セキュリティ・アドバイザー 鴫原 祐輔 氏

リコージャパン株式会社 島根地区リコー販売店 リコージャパンビジネスパートナー

2/14
（金）

10:30-11:45
いよいよ中小企業でも始まる上限規制、新たに始まる同一労働同一賃
金！働き方改革に向けた対応はお済みですか？

いよいよ4月から中小企業でも時間外労働の上限規制が始まります。罰則の強化など対応は待ったなし、人手不足のすすむ中、
働き方改革は避けては通れないものとなっています。また、新たに始まる「同一労働同一賃金」への対応として、非正規雇用労働
者の処遇改善など、処遇の格差については合理的な説明が求められます。働き方改革関連法の内容と具体的な対策について
ご説明いただきます。

(定員16名) 島根働き方改革推進支援センター 特定社会保険労務士 阪本 清 氏

2/14
（金）

13:30-14:30
働き方改革! 情報共有はセキュアで無駄なくカンタンに
～社内外コミュニケーションを強化する3つのポイント～

社内外のコミュニケーションの活性化、情報伝達や情報共有を効率化することは、組織力向上のため必要なことです。そのために
はスマホやモバイルデバイスなど、ICTを上手く活用することが有効です。どこにいても連絡先を共有し利用できる、だれでも安心し
て活用できる、必要な時にコミュニケーションができる、について具体的なソリューションと実践事例についてご説明いたします。

(定員16名) リコージャパン株式会社 働き方改革グループ 須永 堅一

2/13
（木）

10:30-11:30
RPA・ワークフローで働き方改革! ICTの活用で生産性向上を！
～RPAやワークフローの上手な活用の仕方について～

リコージャパンでは、いち早くRPAを活用し、バックオフィスにおける業務プロセスの自動化・効率化に取り組み、効果を上げるととも
に「生産性の向上」を推進し「働き方改革」を実現してきました。RPAやkintoneなど生産性向上に繋がるソリューションをリコー
ジャパンやお客様の実際の導入事例を交えてご紹介いたします。
(定員16名) リコージャパン株式会社 ＩＣＴ事業本部 インテグレーション統括本部 木村 得彦


