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2大改革 『働き方改革』『改正個人情報保護法』に対応

１

開催
時間

開催
場所

充実した業務時間の実現に向けて
コピー機活用の視点からひも解く！
以前より『簡単・速い・便利』な

新機種・新機能を徹底解説

キヤノンマーケティングジャパン㈱、東芝テック㈱、
エプソン販売㈱、理想科学工業㈱、㈱建設システム
㈱オービックビジネスコンサルタント、
ダイワボウ情報システム㈱

運営・企画元
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IT導入補助金、軽減税率対応補助金、
省エネルギー補助金の各種優遇制度を活用
できる、今だからお得に導入できる商材ラ
インナップも充実展示！

超スピードで普及し続けるクラウド・
モバイル化。進化したOfficeを使いこなす
ための『Office365』セミナーを
入門編と活用編の2段階を無料提供！

あなたの会社は大丈夫？
ついに『改正』個人情報保護法が施行。
今必要な制度への正しい理解と
最新のサイバーリスクが分かる！

世界No.1の認証制度！
顔認証ソリューションを展示します。
ビジネスへの応用をご紹介！



講師 キヤノンマーケティングジャパン㈱
阿部桂久 氏

改正個人情報保護法対策セミナー

i-construction 対応CPDS講習(2ﾕﾆｯﾄ)

『働き方改革』対策セミナー

2005年に個人情報保護法が施行されて十数年、スマートフォン、SNSなどの情報技術の発展とともに、中小規
模事業者の皆様においても個人情報を取り扱う業務の内容に変化が生じつつあるのではないでしょうか？
また、同時に消費者間でも不安が高まり、今では取り扱う個人情報が5,000件以下の中小規模事業者については

法の対象外であることに対し、疑問の声があがるようになりました。
本セミナーではこうして整備された改正個人情報保護法を徹底解説するとともに、最新のサイバーリスクの解

説と対策をご案内いたします。

改正個人情報保護法と最新のサーバーリスクを徹底解説

1 6月15日(木) 13:30～14:30(60分)

2 6月15日(木) 15:00～16:30(90分)

本セミナーでは、国土交通省が建設現場の生産性向上に向けて強力に推進している「i-Construction」により、
実際の建設現場の施工管理がどう変わるのかを具体例を交えて解説致します。併せて、29年度より、岩手県の発
注工事で対応した電子写真管理基準をもとに利用が可能となる電子小黒板機能のメリットや活用方法に関して紹
介いたします。

講師 ㈱建設システム様
伊藤芳也 氏

５

6月16日(金) 13:30～15:30(120分)

労基が動き出した！緊急事前準備・対策セミナー
講師 YACコンサルティング株式会社

矢川孝次郎 氏

セミナープログラム

｢Office365」活用セミナー 入門編3

「Office365」製品概要と活用シーンについて

本セミナーでは、Microsoftのクラウドサービスであります、「Office365」をご紹介します。「そもそも
Office365とは何なのか？」「どういったことができるのか？」といった基本的な内容を踏まえつつ、実際の日常
の業務における活用方法や、活用することによってどのように業務の課題解決が実現できるのかをご案内させて
いただきます。

講師 ダイワボウ情報システム㈱
志水裕 氏

「働き方改革」というワードがにわかにクローズアップされ、政府が本格的な取り組む姿勢を明確にしている
中で、会社・経営者の労働に関する認識と運営の意識改革が叫ばれています。政務の姿勢の第一の矢ともいえる
労働基準獲得所の企業への立ち入り、呼出が本年になって急激に増加しており、その姿勢は新年度からさらに加
速すると言われています。
今、労基は何のために、何を調べたいのか、どのようなことを指摘しているのか、会社は何をすべきなのかを

実例をベースに想定演習方式で具体的に説明し、即対応できるための対策と中長期にわたる認識改革と人事施策
についてお話ししたします。

6月16日(金) 9:30～10:00(30分)

「i-Construction」と電子小黒板機能を解説

｢Office365」活用セミナー テレワーク編4

「働き方変革」今こそ働き方を見直しませんか？

少子高齢化における労働人口の減少により、各企業において働き方の変革が求められる時代となりました。
しかし、目に見えない状況で仕事をするテレワークにおいて、テレワークの管理（勤怠管理や成果物の見える
化）、コミュニケーションの取り方などの問題点が多く、企業での導入が進んでいないのも現状です。
そこで、本セミナーでは、テレワークの現状・テレワークの導入時の考慮ポイントや導入事例を始め、
Office365で実現できるテレワークの世界をご紹介させていただきます。

講師 ㈱ピーピーティー
佐々木勉 氏

6月16日(金) 10:30～11:30(60分)

6月16日(金) 13:30～15:30(120分)



用語解説

働き方改革とは — ニッポン一億総活躍プラン —

2016年6月2日に閣議決定された、少子高齢化問題に真正面から取り組むために緊急に実施すべき対策とし
て、「希望出生率1.8の実現」と「介護離職ゼロ」という二つの目的達成に直結する政策に重点的に取り組むこ
ととしたもの。
このプランには、「働き方改革の推進」の一つとして、“長時間労働の是正”について政府が今後民間企業に

対して取り組む課題と具体的な施策が以下のように掲げられている。

【国民生活における課題】
長時間労働者の割合が欧米各国に比して多く、仕事と家庭の両立が困難。
（週労働時間49時間以上の労働者の割合：日21.3％、米16.6％、英12.5%、仏10.4%、独10.1%）

【具体的な施策・長時間労働の是正】
●総労働時間を抑制するため、まず、法規制の執行を早急に強化する。具体的には、
①時間外労働を労使で合意する、いわゆる３６協定において、健康確保に望ましくない長い労働時間
（月80時間超）を設定した事業者などに対して指導を強化するなど、長時間労働是正に向けた更なる
取組を行う。

②関係省庁が連携して下請などの取引条件にも踏み込んで長時間労働を是正する仕組みを構築する。
●労働基準法については、いわゆる３６協定における時間外労働規制の在り方について再検討。
●テレワークを推進するとともに、若者の長時間労働の是正を目指し、女性活躍推進法、次世代育成支援
推進法等の見直しを進める。

世界に類を見ないスピードで「超高齢社会」となった日本において、企業規模に関係なく、あら
ゆる手段を用いて人を効率的に配置・活用し、「労働生産性」を向上させるよう、「働き方改革」
に取り組まなければならない状況。

出典：内閣官房IT総合戦略室
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勘定奉行シリーズ

累計56万社への導入実績をもつ、財務会計・人事労務・販売仕入れ・申告・償却・法定調書といった
企業の基幹業務をカバーするパッケージシステムです。
本ブースでは、働き方改革により注目される勤怠管理システムや、新システムである給与明細書発行

サービスなどをピックアップしてご紹介致します。

中小企業向け基幹業務システム
株式会社オービックビジネスコンサルタント

デキスパート
建設業向け施工管理システム

建設業向け施工管理システムとしてシェアNO.1を誇
るデキスパートを展示ブースでご紹介しております。
本ブースでは、施工管理や安全管理、写真管理と

いった従来の人気機能に合わせて、2017年4月1日から
岩手県工事で解禁された、工事写真の電子小黒板化機
能をピックアップしてご紹介いたします。

株式会社建設システム

HOME

インターネットの活用が進む反面、多様化するサイ
バー攻撃は、情報漏洩や金銭被害により企業経営を脅かし
ます。サイバーリスクを低減するためには、多層防御の仕
組みが欠かせません。専任のシステム管理者を必要としな
い、手軽な防御システムをご提案します。

インターネットセキュリティ対策 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

展示機器

OBCが提案す
る

働き方
改革

人事
総務

営業
支援

経理
業務

勤怠
管理

労働時間の実態把握

経理業務の業務効率化 現場の業務効率化と情報活用

人事・総務業務の改革

・打刻の仕組化
・勤務実績の見える化
・勤怠集計の自動化

・経費精算ワークフロー化
・入金/支払管理の自動化
・管理会計への対応

・人材の管理/活用の仕組
・身上異動届のワークフロー化
・給与明細の電子化

・社内の情報伝達の効率化
・基幹システムのOffice連携
・基幹システムのネットワーク化
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imageRUNNER ADVANCE
デジタル複合機 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

日常のオフィス業務をより快適にするキヤノンの新
複合機を展示致します。
スキャナーの両面同時読取や人感センサーの搭載によ

り、待ち時間を大幅削減するなど使用するユーザーに
とっての利便性を追求した複合機となっております。
【特徴】
①文書の電子化で業務効率化をサポート
②インナーフィニッシャで後処理作業を簡略化
③オンラインサポートの充実でお客様の管理負荷を軽減

e-STUDIO
デジタル複合機 東芝テック株式会社

普段は通常のコピー機として、使い
たいときに使いたい分だけ、
POP・サイン・掲示物などのツール
が簡単に作成できます！
【特徴】
①種類が豊富！
②1枚からすぐに作れる！
③内製化でコスト削減！

展示機器

エクナCRM

社内にある顧客情報を顕在化させ一元管理すること
のできるシステムです。
お客様へお伺いし対応した履歴や、お電話等で受付

の履歴を営業担当者・受付担当者・会社がチェックで
きる仕組みの為、お客様へのきめ細やかな対応が可能
となります。
売上アップや顧客満足度向上を一緒に考えてみませ

んか？

エクナ株式会社

4

顧客管理システム
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介護施設向け見守りソリューション
ダイワボウ情報システム株式会社顔認証ソリューション

顔認証システム導入セットによる施設入居者の見守
りソリューションをご紹介します。入居者の外出を検
知し、従業員にお知らせすることが可能になり、入居
者の迷子の発生を抑止します。
【導入による効果】
①迷子になること等を抑止
②不測の事態に対応可能
③「安心できる施設」という付加価値を提供可能
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CX-G2400
１台３役のカードプリンタ キヤノンマーケティングジャパン株式会社

プラスチックカード、名刺、シール紙の印刷に対応し
た１台３役のカードプリンタです。
名刺やハガキ・封筒、カード、シールの作成に関して

こんなお悩みはございませんか？
①納期に時間がかかる
②コストが高い
③組織変更でムダな名刺が出る

カラーカードプリンターが解決します！

展示機器
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「保守サービス」「インク」「機器利用」をまとめてご利
用できる定額型のプリントサービスが登場！
本展示ブースでは『スマートチャージ』シリーズの中から、

今年3月に新発表された100枚/分の高速ラインインクジェッ
トプリンターをご紹介！その場で、コストシミュレーション
が可能です。
【特徴】
①本体費用・インク・保守が込みで月々5,000円から
②ハガキ・封筒印刷に強い
③大容量インクタンク搭載でカートリッジ交換の手間軽減

スマートチャージ
導入コストゼロの新プリントサービス エプソン販売株式会社

オルフィスGD
高速カラープリンター 理想科学工業株式会社

デジタル印刷機のトップメーカーが開発した他に類
の無い新世代ビジネスプリンター。
展示ブースでは、高速カラープリンター「オルフィ

スシリーズ」として昨年９月にニューリリースされた
ばかりの機種をご覧いただけます。
【特徴】
①圧倒的に速い 160枚/分 の高速スピード
②フルカラー1.44円/枚 モノクロ0.50円/枚の経済性
③コピー機のように使える操作性

imagePROGRAF

地図、測量、設備、技術資料などの電子化や、コ
ピー業務の内製化を、コピー機感覚の簡単操作で実現
する大判カラーMFPソリューションです。
【特徴】
①再現性の高い画像読み取り
②ラスターベクタ自動変換機能を標準搭載
③大型タッチパネルで簡単操作

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
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大判コピーシステムセット



展示機器
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LED照明

東芝テック株式会社

電気代の値上げやエコの推進などの社会情勢の変化
により、高効率型の機器の導入が企業に求められてい
ます。
展示ブースでは、LEDコンサルタントとLED化した

場合のシミュレーションを相談できるLED化相談ブー
スを設けております。

WebView Livescope
ネットワークカメラ キヤノンマーケティングジャパン株式会社

近年、ネットワークカメラは高画質・高性能化が進ん
でおり、防犯対策だけでなく、マーケティングやマネー
ジメントなど、様々な用途での活用が進んでおります。
暗い場所でも撮影が可能な広角レンズカメラや光学30倍
ズームカメラを展示いたします。

高効率照明

LED化
相談ブース開設します！
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MA/FS-2055
システムレジスター 東芝テック株式会社

見やすさと使いやすさと拡張性を追及したレジスター。
最大補助率が2/3となる「消費税軽減税率対策補助金」制

度の対象製品です。
軽減税率制度に伴った「区分記載請求書等保存方式」や

「適格請求書等保存方式(ｲﾝﾎﾞｲｽ制度)」等にも対応。
【特徴】
①データがひと目でわかる8.5型の大型カラー液晶
②売上状況を多角的にチェックできる多彩なレポート機能消費税軽減税率対策補助金 対象製品

その他の出展ブース
・プロジェクターブース 会議室向けの一般製品からレーザー光源を用いた商用利用も

可能な高画質プロジェクタまでを比較しながらご覧いただけます。

・最新モバイル端末展示ブース モバイル用途にぴったりの薄型軽量モバイル端末最新機種を
ご覧いただけます。
Microsoft「Surface」やHP「Elite」シリーズを展示いたします。

・モバイルプリンタブース モバイル端末の普及により外出先でのプリントニーズに対応した
モバイルバッテリ搭載＆Wi-fi対応の小型プリンタをご紹介します。



エクナ株式会社 北上営業所
岩手県北上市相去町山田2-18
北上オフィスプラザ4F

TEL：0197-67-0022
FAX：0197-67-0025
http://www.echna.co.jp

みなさまのご来場を
お待ちしております。

●お問い合わせは


