
盛岡市盛岡駅西通１丁目７−１ TEL：019-606-1717

いわて県民情報交流センター アイーナ５F

記
１． 場所

♦お問い合わせ窓口
エクナ㈱ 盛岡市中央通り1-6-30
TEL：019-652-3000 FAX：019-625-3135
E-mail info@echna.co.jp
担当：竹越 誠二

２． 日時

6月13日（火）10：00～17：00 6月14日（水）10：00～17：00

３． 内容

Ⅰ.商品展示

Ⅱ.セミナー

6月13日（火） ①10:30～11:30 ・キヤノンMJ…ライブオフィスで働き方改革をご提案

②13:10～14:10 ・日本HP…場所に捕らわれない働き方改革

③14:30～15:30 ・日立…介護事業所向け、食支援システムで働き方改革

6月14日（水） ④10:30～11:30 ・SKY…SKYSEAによるｾｷｭﾘﾃｨｰ対策を利用した働き方改革

⑤13:10～15:00 ・YAC…先手必勝！今あるべき働き方改革を具体的にご提案

⑥15:10～15:40 ・PSD…社会保険電子申請で業務効率化

※詳細は別紙をご確認お願いします。また

来場ご希望のお客様は必要事項をご記入

の上、FAXにてお申込みお願いします。

mailto:stakekoshi@echna.co.jp


拝啓 貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。

日頃はひとかたならぬご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます。

さてこのたび弊社では、ビジネスソリューションフェアをアイーナにて開催することにい

たしました。近年、企業の共通の課題として、『少子高齢化による労働力減少社会の対

応』が必要不可欠となっております。岩手県の労働人口は20年後には40％少なくなると

もいわれております。そのような中で、政府は『働き方改革実行計画』を発表し、年内法

案提出へ向け動いています。

具体的には賃金引上げ、長時間労働の是正、柔軟な働き方、女性・若者の活躍、子

育て・介護の両立、など様々です。この様な状況の中で企業は優秀な人材を確保し、1

人当たりの生産性を上げていかなければなりません。解決するには、『IT技術』、『最新

のソフトウェア』を利用することがもはや不可欠となっているのではないでしょうか？

本件について皆様にご理解を深めて頂き且つ、皆様の『働き方改革』の一翼を担う手

助けとなればと考え、ビジネスソリューションフェアを開催する運びとなりました。

『先手必勝！働き方改革で会社は何をしなければならないのか』をメインセミナーとし

て、労基対策、長時間労働の是正解決策などをご紹介します。また国内優良メーカーの

キヤノン、東芝、エプソン、理想科学、IT機器世界シェアNO.1のHP他多数のメーカー様

の展示品もご準備しております。

ご多忙の中とは思いますが、この機会に是非ご来場頂きたくご案内申し上げます。

敬具

ご 挨 拶

エクナ株式会社
代表取締役社長 佐藤 久



6月13日（火）
6月14日（水）

事前申込制

参加無料

☜このホチキス留めは針なしです。（キヤノンの複合機で作成可能です） 主催：エクナ株式会社

日時

場所を問わずに最高の生産性をあげる術をご提案

講師：株式会社日本HP 内田悠作 様

HPは「良いデバイス」 の提供から、「働く人々の仕事と暮らしを豊かにする、ワークプレイ
スを中心としたソリューション」 の提案に転換していきます。場所にとらわれずコラボレー
ションができることが重要になり、どこに行っても生産性を最大化できる環境が必要にな
ります。この環境を実現するにはデバイスを会社の外へ持ち出す前提であり、どこでも働
く環境を作るにはセキュリティが今後のキーワードになります。各企業がセキュリティの問
題を解決するための安全で管理性に優れたHPのビジネスPCの紹介から
日本HPが取り組んでいる働き方やIT環境についてご紹介致します。

先手必勝！『働き方改革』で会社は何をしなければならないのか
―人口減時代に対応する人事労務変革の必要性－

講師：株式会社YACコンサルティング 矢川考次郎 様

過重労働、過労死対策、プレミアムフライディ、『働き方改革』という話題が国会等で大き
く取り上げられており、労基もまた新たな切り口での活動を始めています。なぜ今働き方
改革なのか、労基は何を監査するのか等の疑問に対して
①働き方改革とは何か
②会社は何をなすべきか
③なすべきことの具体策と手順は
④新たに取り組むべき経営に有用な人事管理とは
⑤戦力採用の方法と手順
のテーマに分けて具体的な実例を踏まえてなすべきことを明快にお答えします。

岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目７−１
いわて県民情報交流センター ５F

場所

② 場所に捕らわれない働き方改革と
セキュリティー対策をPC世界シェアNO.1のHPがご提案。

13日（火）13:10～14:10 （定員 各90名）

⑤ 先手必勝。今あるべき働き方改革を具体的にご提案。
14日（水）13:10～15:00 （定員 各90名）



キヤノンマーケティングジャパンがおすすめするワークスタイル変革の取り組み
講師：キヤノンマーケティングジャパン株式会社 様

キヤノンマーケティングジャパンでは、『スペース利用効率の高い』、『快適で新たな発想・創造を引き出す』、『組織変更等の変
化に柔軟、かつスピーディに対応できる』次世代オフィスを構築するという考えのもと、私たちが思い描くオフィス環境を実現す
べく、様々な活動に取り組んできました。
2003年5月にCANON‘ｓTOWERへの移転を機に、10年以上に渡り社員が一丸となてワークスタイル改革に着手し、現在も継続
して取り組んでおります。このセミナーでは、実際に行ったオフィス環境とワークスタイの改革の事例を移転前から移転後を通
してご紹介します。

PCの操作ログを活用し長時間労働対策と
組織の情報を守る情報漏洩対策とは

講師：SKY株式会社 様

企業や組織では長時間労働の削減のため、労働時間の管理や働き方改革が求められています。１日のほとんどでPC
を利用した作業を行う従業員の場合、PCが毎日どのように使われているのかを「見える化」することで労働時間の管理に利用
できます。また社員による内部不正、標的型攻撃、不注意によるUSBメモリやPCの紛失・盗難など、企業・組織で管理されてい
るPCへの脅威は増加しています。PCからの情報漏洩は社会的に大きな問題となっており、さまざまな脅威から組織・企業が
抱える情報を守るには、PCの適切な管理が極めて重要と言われています。本セミナーではその具体策をご紹介します。

社会保険・雇用保険・マイナンバー運用
―電子申請による業務改善と働き方改革－

講師：株式会社パシフィックシステム 様

マイナンバーの運用が開始されて、セキュリティー対策や情報漏洩に対して企業は対策を講じなければなりません。その一環
として年金事務所、ハローワークへの申請が電子化へ移行しております。昨年より10倍以上の問い合わせがお客様より増え
ている理由と、電子化にすることによるメリット、業務効率UPに繋がる術をご紹介。

多職種会議での情報共有やユニットチェックシート・経口維持計画書の作成をクラウドアプリで
講師：日立メディカルコンピュータ株式会社 様

「食支援 MePORTS」は他職種連携によるミールラウンドやカンファレンスの効率化をサポートするクラウドサービスです。
これまで課題とされていた口腔維持機能・向上を行う際、「評価基準が不明瞭」「情報の管理・共有が煩雑で通常業務の
負担」を軽減し。「食支援」の導入（＝経口維持加算の算定）を促進し、高齢者ができる限り長く『自分の口で食べ物を噛み、
味わって食べる』ための嚥下機能を維持できるよう支援します。

④ SKYSEAを使った働き方改革。
14日（水）10:30～11:30 （定員 各45名）

⑥ PSD社会保険・雇用保険を電子申請で効率化をご提案。
14日（水）15:10～15:40 （定員 各45名）

③ 介護施設における「食支援」経口維持加算の算定を促進
13日（火）14:30～15:30 （定員 各45名）

① キヤノンMJがライブオフィスで働き方改革をご提案。

国内IT企業NO.1の導入事例をご紹介。
13日（火）10:30～11:30 （定員 各45名）



ご来場予約申込書

貴社名

部署名 お名前

ご住所
〒

ＴＥＬ （ ） －

ＦＡＸ （ ） －

ご来場予定

部署名 お名前

会場: いわて県民情報交流センター
アイーナ５F

駐車場券をお持ちの上来場お願います。指定駐車場はマリオ
ス立体駐車場か盛岡駅西駅口駐車場になります。

お申し込みは弊社までFAX(019-625-3135) にて送信下さい。

※お手数ですが、ご来場の管理のため、お名刺を2枚ご持参下さいますようお願い致します。

【セミナー申込書の使用目的および個人情報の取り扱いについて】
ご記入いただいたお客様の個人情報は、本セミナーに関する連絡の際に利用いたします。また、次回イベントのご案内、及び資料等のお届けに使わせていただく
ことがあります。 第三者への提供、及び委託はいたしません。個人情報のご提供をいただくことは任意です。ただし、必要とされる情報をご提供いただけない場
合は、 本セミナーに関するご要望にお答えできない場合があります。 当社の個人情報保護方針(http://www.echna.co.jp/privacy.pdf)をご覧頂き、同意され
る場合は下記の□にチェックマーク をお願いします。

□ 個人情報保護方針に同意します。

ご参加希望のセミナーに、レ点を御記入願います。

☜このホチキス留めは針なしですので、簡単に外してFAXができます。

10:30～11:30 10:30～11:30



東芝テック株式会社

特殊紙対応カラー複合機 e-STUDIO

東芝カラー複合機はコピー、プリンタ、
スキャナ、FAXといったビジネス利用
だけでなく、POPや掲示物の作成にも
対応。 特殊用紙も通常のプリントと同
様の印刷手順で、簡単に出力できま
す。

用紙再利用複合機 Loops LP301

消せるトナーで用紙を繰り返し再利
用するLoopsペーパーリユースシス
テムが、新しいオフィスのワークス
タイルを実現します。

真空包装機 HVP-382

業界初！ホットパック対応。
食材の温度に合わせてモー
ドを使い分けて、作業効率
改善。

システムレジスター FS-2055

さらに進化したテックの最高峰レジ。
レジ単独での運用、周辺機器との拡張、
いずれもスマートなお会計を実現。

オンデマンドプリンター imagePRESS

高画質と高生産性の両立、
多彩なメディア対応力で、
大量印刷から多品種印刷
まで高品位な成果物を提
供します。

オフィス向け複合機 imageRUNNER ADVANCE

「できること」の幅が広がった「ImageRUNNER
ADVANCE」、セキュアでスピーディーな情報
活用・共有を推進し、より円滑なビジネス・
コミュニケーションを実現します。

カードプリンタ COLOR CARD PRINTER

名刺サイズから、はがき･封筒サイズまで印刷で
きるカラーインクジェットプリンター。
専用プリンターならではのコストパ
フォーマンスを実現します。

中小オフィス向けIT支援サービス HOME

強固なセキュリティーと効率的なクラウドサービス
をワンストップサービスで提供します。

大判プリンター imagePROGRAF

ポスターやディスプレイなどの
クリエイティブからCADまで、
多彩なニーズに対応します。
専用のスキャナで簡単に拡大
コピーが可能です。

ネットワークカメラ WebView Livescope

店舗や工場からオフィスまで、さまざまな
ロケーションでモニタリングを実現します。
手のひらサイズのコンパクトモデルから
フルHDの高精細モデルまで多彩なライン
ナップを用意しています。

★《働き方改革の実現へ》現場出力業務の生産性向上★

★《働き方改革の実現へ》印刷後の加工が不要な特殊メディア★



エプソン販売株式会社

高速ラインインクジェット複合機 LX-10000F

WorkForce Enterprise
～オフィスの歴史を変える1台～

インクジェットだから実現できた100枚/分
の印刷スピードとともに、大量給紙容量と
幅広い用紙対応力が生産力を高めます。
また、高解像度で小さな文字も細線も精密
に印刷可能で、前職顔料インク搭載なので
水やマーカーでも滲みにくく、高い保存性
を発揮します。

これからのオフィスを変える高速インク
ジェット複合機です。

A3インクジェット複合機 PX-M7070FX

機器本体を購入することなく、月々の定額料金
(インク・保守サービス含む)だけで規定枚数まで
プリントし放題の新しいプリントサービスです。
サブ機として導入することで、従来のカラープリント
コストを大幅に削減できます。

レーザー光源プロジェクター EB-L1300U
大ホールや講堂などの広い場所でも、レー
ザー光源で明るさと迫力の高画質を実現可能
な高光束モデルです。４Ｋにも対応し、長期間
の動作信頼性や静音性にも優れています。

ビジネスインタラクティブプロジェクター EB-1460UT
超単焦点で人が立っていても投影面に
影が出来ず、電子ペンで映像への描画や
ＰＣの操作が可能です。

専用ホワイトボードや壁面、卓面に
取り付けて投影することで、電子図面を
広げて書き込みながら打合せすることも
可能になります。
会議やプレゼン、遠隔会議の質が
飛躍的に向上します。

スマートグラス MOVERIO BT-300
シースルーレンズの為、視界の中に映像を
映し出すことができます。従来のように、電話や
操作マニュアル等を持ちながらの作業から、
Bluetoothで電話接続し、視界にマニュアル表示
させることで、両手で作業することが可能となり
ます。

理想科学工業株式会社

GDシリーズ 9630
世界最速を業務効率化のチカラに。
プリント・後処理「ORPHIS GD」に全て
お任せください。
経済性に優れ、くるみ製本や封入封かんまで
自動化が可能になります。

FWシリーズ 5230
コンパクトサイズの高速カラープリンターです。
さまざまな環境・オフィスにフィットするサイズと
操作性を実現します。

MEシリーズ ME935W
利便性の高い2ドラムデジタル印刷機
です。2色プリントを最高150枚/分の
高速かつ低コストで実現します。

★《働き方改革の実現へ》カラー文書の生産性向上・コミュニケーション支援★

★《働き方改革の実現へ》プリント後の後処理を全自動化★



企業の競争力強化にクラウドの力を。

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。

経営戦略をサポートする大臣シリーズ。

財務会計、給与・人事・就業管理、販売・顧客管理、
統合化ERPパッケージ、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。

IT運用管理と リスクの発見を支援します。

標的型攻撃やランサムウェアなどの状況把握を含めたリスク
対策や、マイナンバーなどの重要データの情報漏洩対策を支
援する機能をご用意しています。重要データへのアクセス状況
や、組織のIT資産の利用状況を把握することで、適切な対策
の実施にお役立ていただけます。

企業の労務管理を強力バックアップ！

社会保険業務のトータルシステムである「PSD労働社会保険」
は、労務管理業務の大幅な効率化により労務管理者の負担
を低減し、 保険業務の羅針盤として労務担当者の業務を 強
力に牽引・バックアップしていきます。

介護の現場にイノベーションを。

“地域包括ケアシステムの構築”“介護人材の確保”“ビジネス
強化の必要性”…介護現場には多くの課題が存在します。
FUJITSUヘルスケアソリューション HOPE LifeMark-WINCARE
は、「様々な課題を解決し、介護の現場にイノベーションを」を
コンセプトに、お客様に最適なソリューションをお届けします。

毎日の記録を、もっと簡単に、もっと使いやすく、もっと便利に。

記録はタブレットやバーコードを用いた簡単な入力でデータ化
されます。 記録の閲覧、検索も手元の端末で簡単に見ること
ができます。 帳票の作成は、簡単な操作で必要なデータを反
映した各種帳票を作成できます。 計画書や評価表などは画面
でデータを参照しながら作成できます。

★《働き方改革の実現へ》人事労務Conference IT活用による生産性向上★

★《働き方改革の実現へ》業務PCのログ収集と活用★

★《働き方改革の実現へ》介護現場のワークスタイル変革★



「多機能でもカンタン」な積算ソフト。

様々な局面に柔軟に対応していくためには、豊かな経験
値に基づいた戦略とそれを支える高度な技術、そして手に
なじんだツールが不可欠です。最新の『Gaia9』は、「積算
精度」を追求するため、各発注者ごとの積算に必要な情
報・条件などお客さまの積算ノウハウを反映できる仕組み
づくりにこだわりました。

どこに行っても生産性を最大化できる環境を実現。

各企業の働き方が多種多様になる中で企業デバイス事業の
ミッションを「良いデバイス」 の提供から、「働く人々の仕事と
暮らしを豊かにする、ワークプレイスを中心としたソリューショ
ン」 の提案に転換していきます。働き方やIT環境についてご
紹介致します。

徹底した現場視点で開発された施工管理システムのベストセ
ラー

電子納品はもちろん、情報化施工や工事成績UPなど土木工
事の施工管理業務をトータル的にサポートします。 目的に合
わせて必要なソフトウェアを組み合わせて、導入することがで
きます。
さらに、各ソフトウェアで作成した工種や人名などの情報をマ
スタとして共有できるので、作業の効率化に繋がります。
また、作成した工事データはメール添付用に変換できるので、
かんたんに共有できます。

CRM(顧客管理)システム

顧客情報の共有！ 商談管理！ 対応履歴管理！

CRMは、詳細な顧客情報を元に、納品から保守サービス、
問合せやクレーム対応など、お客様とのやりとりを一貫して
管理します。
商談情報は、訪問の内容以外に進捗や受注確度などを管理
する事で商談状況の把握が出来ます。ニーズにきめ細かく
対応しお客様の利便性と満足度を高め最大の満足を提供し
自社の収益につなげる事を目的としています。

エクナ 株式会社

〒020-0021 盛岡市中央通1-6-30
TEL 019-652-3000 FAX 019-625-3135
HP http://www.echna.co.jp/
営業所 北上・一関・宮古・二戸

掲載以外にも多数商品を展示しております。
皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

★《働き方改革の実現へ》建設業の業務効率と業務品質の向上★

★《働き方改革の実現へ》様々なロケーションで活躍するデバイス★

★《働き方改革の実現へ》徹底した管理で業務効率アップ★

http://www.echna.co.jp/

