
エクナと始めよう！！ おしごと改革
～『働き方改革』・『消費税改正』・ＩＴソリューション～

人が集まる会社になるために働き方改革初年度に何をするか（講師：㈱YAC）

平成30、31年度税制改正のポイント~消費税改正でどう変わる？~（講師：㈱YAC）

社会保険申請書にマイナンバー記載が始まった今、電子申請の提案（講師：㈱パシフィックシステム）

AI活用セミナー（講師：ダイワボウ情報システム㈱）

Office365活用セミナー（講師：ダイワボウ情報システム㈱）
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６月２０日、２１日 ９：３０～１７：００

岩手教育会館（盛岡市大通１丁目１－１６）会 場

開催日

セミナー

※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。

♦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

６月1５日 ９：３０～１７：００

北上オフィスプラザ（北上市相去町山田２－１８）会 場

開催日

６月１３日 ９：３０～１７：００

一関文化センター展示室（一関市大手町２－１６）会 場

開催日

―一関会場―

―北上会場―

―盛岡会場―

協賛メーカー

キヤノンMJ（株）

東芝テック㈱

エプソン販売㈱

理想科学工業㈱

SKY（㈱）

㈱OBC

㈱富士通マーケティングﾞ

㈱エフトス

ダイワボウ情報ステム㈱

各社最新ソリューション

※順不同

ミニセミナー

10:00 給与クラウド（講師：OBC）

11:00 勘定クラウド（講師：OBC)

14:00 勤怠管理サービス（講師：OBC）

15:00 給与明細電子化・労務管理・年末

調整申告について（講師：OBC）

上記クラウドサービスをメインにミニ

セミナーも行います。

mailto:info@echna.co.jp


6月15日(木) 13:30～14:30(60分)
A 働き方改革対策セミナー

講師 日本電気㈱
AIプラットフォーム事業部

AIという技術が脚光を浴びるやいなや、瞬く間にその重要性が高まっています。
しかし一方で言葉が独り歩きしているところがあり、興味はあるけれど、どうしてよいのかわからな

いという方もまだまだ多いでしょう。
NEC Softwear Robot Software「業務自動化ソフトロボット」はパソコン上の操作や作業を高度な

画像認識技術によりソフトウェアロボットに記憶させ、画面上に表示されるあらゆるシステムやアプリ
ケーションの操作を業務を自動化します。本ツールで構築したソフトウェアロボットがマウス・キー
ボードを操作し、PCを用いた定型業務を人に代わって行うことにより、従業員を増やさずに、定型業務
の効率化・品質向上を実現するだけでなく、従業員を高付加価値業務へシフトし、企業の生産性を向上
させることが可能です。
人とロボットが協働する、新しい業務オペレーションをご提案します。

人とロボットが協働する未来が現実に

2018年は働き方改革元年であり、法案化および法案施行予定も具体化しています。労働力人口の減少
も顕著になり、各企業が自主的に「人員確保」「生産性向上」に取り組まないと業務運営に大きな支障
をきたすことも明確に予測されています。各企業が具体的に何に取り組むべきかを理解し、今年は何に
取り組むべきかを実務レベルに落とし込んで説明いたします。
１．働き方改革で会社は何をするか(働き方改革実行計画の立案)
２．全社の働き方改革と総務部門の働き方改革
３．今年すべきことは法令遵守対策と労務管理体系の効率化
４．具体策
５．2022年までに整備されるべきこと

人が集まる会社になるために働き方改革初年度に何をするか
―法令遵守の達成と労務管理効率化の実現―

B AI活用セミナー

セミナープログラム

講師 ㈱YACコンサルティング
矢川 幸次郎氏



講師 YAC税理士法人
税理士 森内真人氏

平成30年度税制改正大綱が発表されました。今回の税制改正では、安倍内閣が最大の課題としている
少子高齢化の克服に向けての「生産性革命」と「人づくり革命」の断行を、基本的考え方のトップに置
いています。具体的には、働き方改革を後押しするための個人所得税の給与所得控除・公的年金等控
除・基礎控除の見直し、賃上げ・生産性向上を後押しするための法人税の所得拡大税制の拡充が行われ
ます。中小企業の代替わりを促進するための事業承継税制の大幅な拡充も行われます。
また、平成31年度には消費税改正が控えております。適格請求書等保存方式（インボイス）や軽減税

率制度の導入も検討されております。本セミナーでは、これらの税制を正しく理解し、生産性向上・人
材確保に役立てることをご説明し、IT導入補助金についてもわかり易く解説いたします。

平成30、31年度税制改正のポイント
~消費税改正でどうかわる？~

C 平成30、31年度税制改正のポイント
~消費税改正でどう変わる？~

D Office365活用セミナー

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株式会社
志水氏

「働き方改革」でも話題の Microsoft Office 365

E 社会保険業務改善セミナー

2018年3月5日から健康保険・厚生年金保険の各
申請書でマイナンバーの記載が始まりました。
マイナンバーの運用は万全ですか？漏えいリスク

を踏まえると紙を使用しない電子申請が最も有効で
す。「給与計算システム」の情報を活用し、さらに
「電子申請」を行う事で大幅な改善が期待できます。
本セミナーでは業務ソフト「PSD社会保険」を利

用した電子申請のメリットや始めかた～申請までデ
モンストレーションを交えてご説明します。

講師 株式会社パシフィックシステム
高城氏

社会保険申請書にマイナンバー記載が始まった今、電子申請の提案
～手書き・移動・待ち時間一挙削減～

セミナースケジュール

会場 一関会場 北上会場 盛岡会場

A 働き方改革セミナー 6月13日 13:30～ ー 6月20日 13:30～

B AI活用セミナー 6月13日 10:00～ 6月15日 10:00～ 6月21日 10:00～

C 平成30年度税制改正対策セミナー ー 6月15日 14:00～ 6月21日 14:00～

D Office365活用セミナー ー ー 6月20日 10:00～

E 社会保険業務改善セミナー 6月13日 15:30～ ー ー
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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。

ＩＴ導入補助金とは

経済産業省が主管する「サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業」として、中小事業・小規模事業者
等が、生産性の向上を実現する為、バックオフィス業務等の効率化や顧客獲得等の付加価値向上（売上向
上）に資するＩＴの導入を支援する目的で、平成２８年より実施されている補助金制度のこと。
平成２９年補正予算により今年度も制度は継続しており、予算消化次第で終了となる。ほとんどの中小

企業が補助金申請の対象となっており、企業のＩＴツール導入による投資負担を軽減しながら、業務効率
化・売上向上を図ることができる。
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3

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

勤怠管理サービス
クラウド型の勤怠管理システム

給与明細電子化サービス 給与明細書を電子化しメールや、携帯端末に配信するこ
とができます。
配布時間とコストの削減、配布ミスや紛失による情報漏洩
を無くします。
【導入効果】
①印刷、配布業務時間が０分
②紛失などによる情報漏洩を防ぐ
③消耗品台が０円
④給与明細書配布や封入などにかかる人件費が０円

給与支給に係る、コストとリスクを削減

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

展示会場

全会場

北上

株式会社オービックビジネスコンサルタント

すべての勤怠管理業務を自動化！締日のストレスを解消し
ます。
手書きの出勤簿やタイムカードの収集や、転記作業、計算
結果の検算が不要になります。
【導入効果】
①有休や残業の申請・承認がいつでもどこでも可能
②勤怠集計作業が不要
③残業超過者の確認を自動化（アラート機能）
④長時間労働を未然に防止（アラート機能）

株式会社オービックビジネスコンサルタント

展示会場

全会場

展示会場

全会場
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エクナ販売管理システム
販売管理システム

エクナ株式会社

SKYSEA Client View
クライアント運用管理ソフトウェア

組織の重要データを守るためにSKYSEA Client Viewが
リスク対策を支援します。標的型攻撃やランサムウェ
アなどのサイバー攻撃や、PCの誤操作やデバイスの紛
失といった人為的なミスなど、組織は情報漏洩リスク
と常に隣り合わせです。SKYSEA Client Viewは情報セ
キュリティ対策の強化とIT資産の安全な運用管理を支
援します。
【導入効果】
①USBメモリの使用制限（社内データの持ち出し、紛
失の防止）
②操作ログの収集（不正利用の防止）

Ｓｋｙ株式会社

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。
【導入効果】
①外部からの不正侵入を防ぐ（インターネットバンキング
など）
②遠隔操作で加害者になるリスク軽減
③業務外の不正利用を防ぐ

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

展示会場

全会場

展示会場

盛岡

展示会場

盛岡 北上

2019年10月1日に迫った消費税改正に向けて販売管理システ
ムをご検討されているお客様が増えてきております。しかし
お客様から下記のようなお言葉を頂戴することが増えており
ます。
【問題点】
①保守料が高い
②５年ごとにバージョンアップの費用がかかる
③ほかシステムと連携させてもっと業務効率化したい。

エクナ販売管理システムではこれらのお客様がかかえている
問題点を解決いたします。
よくオリジナルのシステムだと高いのではとのお話をいただ
きますが、エクナ販売管理システムはすでにベースが出来上
がっているので開発コストを抑えることができます。また
パッケージよりも安い保守料でご提供しております。さらに
は―パッケージではできない他システムとの連携を行い、人
手不足の解消に役に立っております。
【導入効果】
①他システムとの連動により人手不足の解消
②手作業の業務をシステム化することにより人手不足の解消
③長期スパンで使用できるバージョンアップのないシステム
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９

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保存文書の電子化業務の効率化
②配布資料に針なしホチキスを利用
③FAXの送受信業務をすべて電子化

QT-20-T

POSターミナル 東芝テック株式会社

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？
【導入効果】
①クレーム対応の漏れの削減
②商談チャンスを逃さない
③顧客の担当者変更時にもスムーズな対応の実現

エクナ株式会社

７

顧客管理システム

８

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

消費税軽減税率対策補助金 対象製品

業界トップクラスのコンパクトボディと拡張性を継承
しつつフルフラットディスプレイの採用や最新のOS
を搭載するなどデザイン性、機能性を向上させました。
飲食店から衣料品店まで幅広い業種でご利用頂けると
ともに従来機と比べて静音性が増しました。

【特徴】
①データがひと目でわかる12.1/15型の２タイプの
大型カラー液晶を用意

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
③2017 GOOD DESING AWORD（グッドデザイン賞）受賞

展示会場

全会場

展示会場

全会場

展示会場

全会場

展示会場

全会場
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FTCare-i
iPad・バーコード対応介護記録システム 株式会社エフトス

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。すでに多くの方にお使いいただいている
ftcareをさらに良いものにして もっと多くの人から必要
とされ愛されるものにしたい。 そんな気持ちから、
まったく新しいシステムとしてFTCare-i（エフティーケ
ア-アイ）を開発しました。目指したのは、シンプルで、
便利で、簡単で、誰でも使いやすいものでありながら、
個々のユーザー様の独自のご要望にも対応できる柔軟性
と拡張性に優れたシステムです

展示機器

１１

１２

エプソンブース
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GD9630
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世界に類の無
い新世代ビジネスプリンターです。圧倒的な印刷スピードに
も関わらず、製本や封入封かん等の後処理まですべて自動で
行います。プリントワークにかかる負担を軽減することで、
他業務に時間活用ができ残業時間の軽減にもつながります。
【特徴】
①圧倒的に速い 160枚/分 の世界最速スピード
②フルカラー1.44円/枚 モノクロ0.50円/枚の経済性
③簡単操作でステープル・パンチ・中綴じ製本・サイズ混在
原稿のZ折・封入封かん等多彩な後処理が可能

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

１３

展示会場

全会場

展示会場

全会場

展示会場

全会場

展示会場

盛岡

大判インクジェットプリンター

「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

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
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展示機器

１５

１７

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。

LED化による継続的なスト削減を実現し、必要な場
所に必要な投資を行うことができます。

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。
【導入効果】
①犯罪抑止効果（カメラがあることにより未然に防げま
す。）
②リスクマネジメント（問題が起きた際の検証材料とし
て使えます。）

高効率照明

１６

FFRI yarai
標的型攻撃対策 株式会社 富士通マーケティング

一般的なウイルス対策技術では防御が困難な標的型攻撃
の攻撃手法を分析し、標的型攻撃の検知・防御に特化した
エンジンで未知のマルウェアを防御します
【特徴】
①未知のマルウェアを検知
②インターネット接続不要
③定期スキャン不要！軽い！
④純国産セキュリティ製品

その他にもモバイル端末など様々な最新のIT機器を展示しております。

お客様の業務改善やコスト削減の参考にしていただければと思います。

展示会当日はたくさんのお客様に様々な機器をみていただきたいので、あらかじめ確認したい
機器がある場合は営業担当までご連絡お願い致します。

また展示機器は急遽変更になる可能性がありますのであらかじめ営業担当に確認の上、ご来場
いただきますようお願い致します。。

展示会場

北上 一関

展示会場

全会場

展示会場

全会場



エクナ株式会社 本社

岩手県盛岡市中央通1-6-30

TEL：019-652-3000 FAX：019-625-3135

https://www.echna.co.jp

●お問い合わせは
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出展ソフトウェア商品

◆㈱オービックビジネスコンサルタント
・就業奉行 クラウド型勤怠管理システム・入退出管理システム
・勘定奉行 財務会計システム・固定資産奉行 固定資産管理システム
・申告奉行 税務申告ソフト・人事奉行 人事管理システム
・給与奉行 給与計算システム・給与明細電子化サービス
・法定調書奉行 年末調整/法定調書作成システム・PSD労働社会保険v8
・商奉行 販売管理システム・蔵奉行 仕入/在庫管理システム

◆ダイワボウ情報システム㈱
・NEC 業務自動化ソフトロボット
・介護施設向け顔認証見守りソリューション
・Office365

◆キヤノンマーケティングジャパン㈱
・インターネットセキュリティ対策 HOME

◆㈱富士通マーケティング
・ダイバーシティコミュニケーションツール Live Talk
・標的型攻撃対策ソフトウェア FFRI Yarai
・帳票ソフトウェア BIP Smart

◆㈱エフトス
・iPad/バーコード対応介護記録システム FT Care-i

◆㈱アークネット
・勤怠管理システム ケルベロス

◆エクナ㈱
・販売管理システム
・顧客管理システム

◆sky㈱
・クライアント運用管理ソフトウェア SKYSEA Client View


