
事前申込制

ご参加無料

Solution

Fair 2019

岩手県の中小企業も2024年問題（日本の総平均年齢が50歳以上）に代表される人手不足が深刻
化、新卒若手の深刻な採用難に悩まされています。働き方改革が実施されるなど社会環境が変化
する中で、個々の企業様に対する問題解決策をエクナがご提案いたします。

セミナー

・Excel申請書からの脱却 ～社内書類の見直しからはじめる業務改革～
・セキュリティ対策セミナー ～中小オフィスに求められるセキュリティとは～
・紙・Excelの「あるある」を卒業！
・RPA活用によるルーチンワークからの脱却 ～RPA“BizRobo!"の事例を交えてご紹介～
・まだ間に合う！「働き方改革関連法」対策 ～最短・最速で法令遵守できる実践方法～
・消費税改正 直前対策セミナー ～ここでしか聞けない消費税10%・軽減税率直前対策～
・キャッシュレスの現状と決済の進展

協賛メーカー

キヤノンマーケティングジャパン㈱ ㈱富士通マーケティング
東芝テック㈱ ㈱アークネット
エプソン販売㈱ ダイワボウ情報システム㈱
理想科学工業㈱ 応研㈱
㈱オービックビジネスコンサルタント 福井コンピュータアーキテクト㈱
RPAテクノロジーズ㈱ ㈱NIコンサルティング
サイボウズ㈱ Sky㈱

会場のご案内

一関会場 一関文化センター 6月20日 13:00～17:00 21日 9:00～17:00
盛岡会場 プラザおでって 6月26日 09:00～17:00 27日 9:00～17:00
北上会場 さくらホール 7月開催予定、乞うご期待！



会場 日付 時間 内容 講師

一
関
文
化
セ
ン
タ
|

6/20 13:30～14:30

Excel申請書からの脱却
～社内書類の見直しからはじめる業務改革～

業務改革なくして働き方改革なし。今回はご相談の多い「社内の申請書をなんと
かしたい！」「ミスが多く手間もかかり時間もかかる」という声に焦点を当て、社内書
類の見直しから社内業務を変えていく具体的な方法をお伝え致します。特に「Excel
申請書を社内で回している…」「紙で回覧している…」というお客様は必見です。具体

的に現在の状況からどのように脱却し、業務を変えていくのか存分にお伝えしま
す！

株式会社NI
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

6/20 15:00～16:00

セキュリティ対策セミナー
～中小オフィスに求められるセキュリティとは～

「うちみたいな中小企業は狙われないから必要ないでしょ！」
→「いいえ、今、中小オフィスが狙われています！！！」

なぜ、中小オフィスにおけるセキュリティ対策が必要なのか？現状と解決策を具体
的にご説明させていただきます。

ｷｬﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝ
ｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
株式会社

6/21 09:30～10:30

紙・Excelの「あるある」を卒業！

日々の業務で利用している「紙」と「Excel」。便利ですが、色々と悩ましい部分もあ

ると思います。紙は机にいないと書けないし、印刷コストもかかる上、後から探すの
には棚からファイルを取り出してと一苦労。Excelも誰かがずっと開いていて見られ

なかったり、勝手に上書きされたり、そもそも社員間でスキル差があったりもして空
回り。
そんな日々発生する「紙」や「Excel」に関するお悩み。一時的な情報（インフォメー

ション）、蓄積して利活用する情報（データ）といった異なる視点から、日々発生する
様々な「情報」を適切にあつかう解決策を具体例を挙げながらご説明させていただ
きます。

ｻｲﾎﾞｳｽﾞ
株式会社

6/21 11:00～12:00

RPA活用によるルーチンワークからの脱却
～RPA“BizRobo!"の事例を交えてご紹介いたします～

「働き方改革」や「有給義務化」というワードを昨今耳にする機会が多いと思います。
ただ、伝票の処理等の右から左に流すようなルーチンワークが多く、なかなか実施
できない会社様が多くおられるのが現状です。そこで、業務改善を目的としてRPAを
導入する事で、「ルーチンワーク」から脱却してみませんか？本セミナーでは、RPA
テクノロジーズとダイワボウ情報システムより「RPAとは何なのか」、「RPA導入事例」
について紹介をさせていただき、RPAの有効性や実際の効果状況などリアルな部
分を交えてお伝えできればと思います。

RPAﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
ｽﾞ株式会社

ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳ
情報ｼｽﾃﾑ
株式会社

6/21 13:00～14:30

まだ間に合う！「働き方改革関連法」対策
～最短・最速で法令遵守できる実践方法を体感！～

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

株式会社
ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

6/21 15:00～16:30

消費税改正直前対策セミナー
ここでしか聞けない消費税10%・軽減税率直前対策！企業が
やるべき実務のやり方と、具体的な対策方法を徹底チェック！

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。また、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。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
保に役立てることができるよう、わかり易く解説いたします。

株式会社
ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

セミナースケジュール <一関会場>



会場 日付 時間 内容 講師

盛
岡

プ
ラ
ザ
お
で
っ
て

6/26 10:30～11:30

キャッシュレスの現状と決済の進展

日本のキャッシュレス決済比率は約20％と世界的に見て低水準となっております。
政府が進める未来投資戦略2017により、キャッシュレス決済比率を40％に引き上
げる宣言がなされる中、2019年10月1日の消費税率引き上げに伴いキャッシュレス

環境の整備は事業者にとって大きな経営課題の一つとなっています。本セミナーで
はキャッシュレス化による決済手段が増えることのメリットや実際の運用ツール、流
れまでをわかりやすくご紹介いたします。

株式会社
ｼﾞｪｰｼｰﾋﾞｰ

6/26 13:30～14:30

RPA活用によるルーチンワークからの脱却
～RPA“BizRobo!"の事例を交えてご紹介いたします～

「働き方改革」や「有給義務化」というワードを昨今耳にする機会が多いと思いま
す。
ただ、伝票の処理等の右から左に流すようなルーチンワークが多く、なかなか実

施できない会社様が多くおられるのが現状です。そこで、業務改善を目的として
RPAを導入する事で、「ルーチンワーク」から脱却してみませんか？本セミナーでは、
RPAテクノロジーズとダイワボウ情報システムより「RPAとは何なのか」、「RPA導入事
例」について紹介をさせていただき、RPAの有効性や実際の効果状況などリアルな
部分を交えてお伝えできればと思います。

RPAﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
ｽﾞ株式会社

ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳ
情報ｼｽﾃﾑ
株式会社

6/27 10:00～11:30

まだ間に合う！「働き方改革関連法」対策
～最短・最速で法令遵守できる実践方法を体感！～

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

株式会社
ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

6/27 13:30～14:30

紙・Excelの「あるある」を卒業！

日々の業務で利用している「紙」と「Excel」。便利ですが、色々と悩ましい部分もあ

ると思います。紙は机にいないと書けないし、印刷コストもかかる上、後から探すの
には棚からファイルを取り出してと一苦労。Excelも誰かがずっと開いていて見られ

なかったり、勝手に上書きされたり、そもそも社員間でスキル差があったりもして空
回り。
そんな日々発生する「紙」や「Excel」に関するお悩み。一時的な情報（インフォメー

ション）、蓄積して利活用する情報（データ）といった異なる視点から、日々発生する
様々な「情報」を適切にあつかう解決策を具体例を挙げながらご説明させていただ
きます。

ｻｲﾎﾞｳｽﾞ
株式会社

セミナースケジュール <盛岡会場>



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

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

Bizrobo！mini

紙の帳票類の入力作業や紙の文書からの情報入力作業と
いったこれまでシステム化できなかった手作業を自動化する
手段として、RPAソフトが注目されています。

BizRobo! miniはRPAソフトの中でもRDA（Robotic 
Desktop Automation）と呼ばれる種類に分類される製品で、
個人のPCのデスクトップを自動化するのに適した製品です。
そのためロボットを稼働させる専用サーバーが不要で、個人
のPCにインストールすればデスクトップで行われる作業を自
動化できます。

中小規模向けRPAソリューション
RPAテクノロジーズ株式会社

kintone

キントーンは、あなたの「その仕事」に合わせた業務シス
テムになります。
日々の業務課題を解決しながらも、快適なコミュニケーショ

ンを実現します。
あなたのチームの仕事が集まる場となるクラウドサービス

です。
<特長>
１ 業務アプリを必要な数だけ追加できる
２ データに紐づいたコミュニケーションができる
３ 業務が円滑に進むコミュニケーションの場を作れる
４ 様々なデバイスからアクセスできる

業務改善プラットフォーム
サイボウズ株式会社

展示ソリューション <業務効率化＞



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
顧客管理システム

展示ソリューション <業務効率化＞

Kerberos System

おかげさまで全国34社様でご利用いただいております。

ついに業種を超えスーパーだけでなく、回転すしチェーンや携帯
ショップなどでも採用されています。スーパー以外の業種の比率は
２3．５％です。
従業員数が500人未満とそれ以上の企業の比率は各50%ですが、人数
の平均は216人に対し、500人以上の企業の平均人数は1,641人です。
企業規模によりクラウドサービスを今後用意する予定です。

また、スマホ対応の建設業向け出面管理systemも開発中です。

株式会社アークネット
小売業態向けWeb勤怠管理システム

Kerberos System

OTRS

作業分析／業務最適化ソフトウェアの「OTRS」は、映像による動
作分析、時間分析などの機能により、生産・製造現場の作業時間短
縮・省力化・コスト低減ができるソフトウェアです。名称の由来は
Operation Time Research Softwareの頭文字から来ています。
「OTRS」は、実際の作業映像を分析することで業務の見える化を進
め、ムリ・ムダ・ムラを取り除くことができます。さらに作業の標準
化を図ることができ、作業の改善によるコストダウンや品質の均一化
を実現できます。

株式会社富士通マーケティング
作業分析/業務改善ソフトウェア

エクナ販売管理システム エクナ株式会社
販売管理システム

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。



展示ソリューション

NI Collabo Smart

NI Collabo Smartとは
<概要>
☑スマートデバイスに最適化した多機能・高機能グループ
ウェア
☑社内・社外を問わず、いつでも、どこでもアクセス可能
☑スケジュール共有や稟議の電子化など、情報の蓄積と共
有により業務を効率化
<特長>
□5,700社超の導入実績
□1ライセンス月額380円
□1日当たり約13円/人で業務改善

経営をスマートにするグループウェア
株式会社NIコンサルティング

大蔵大臣シリーズ

財務会計、販売・顧客管理、人事労務管理、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。
建設業や社会福祉法人、公益法人などと独特な会計基準

に準ずる業界の会計にも対応した製品をラインナップして
おります。

エクナは応研製品の岩手県唯一の公認店ですのでお気軽
にご相談下さい。

経営戦略をサポートする

株式会応研

<業務効率化・プレゼン＞

アーキトレンドVR
バーチャル空間体験システム

福井コンピュータアーキテクト株式会社

ヘッドマウントを装着すると、そこにはVR（バーチャルリア
リティ）空間が広がります！CADで作ったプランが、そのまま
バーチャル・モデルハウスとなってお施主様をお迎えします。
よりリアルに、より新しく、最先端の住宅提案の始まりです。

お施主様は圧倒的な没入感とともに実際の目線でバーチャル
空間を歩き、そこでの生活を疑似体験できます。
建具の開き具合やキッチンの高さ、通路の幅、コンセントの位

置など、図面やパースではリアルな使い心地はなかなか伝わら
ず、見落としや行き違いの元ともなりかねません。

ARCHITREND VRは、そんな問題を一気にクリア！

EV-105
映像空間演出向けプロジェクター

エプソン販売株式会社

飲食店やウェディング会場、アパレル店舗など様々な空間
を華やかに彩る空間演出向きプロジェクターをご紹介します。

配線ダクトに設置でき、スポットライトとしても使えるプ
ロジェクター。華やかな空間演出を実現。

明るいだけでなく、高コントラストな映像を投写できます。
カラーが明るい3LCD方式、WXGAの高解像度で鮮やかな高画
質を実現。



展示ソリューション <セキュリティ対策＞

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

SKYSEA Client View

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。

Windows 7のサポート終了が迫るなか、組
織ではWindows 10の導入とともに、大型
アップデートを行う機能更新プログラムや、
品質更新プログラムといったWindows 10特
有の更新プログラムの適用に対して、運用環
境の整備が急務となっています。
SKYSEA Client Viewの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。

リスクの発見とIT運用管理を支援

オフィスのネットワーク

仮にUSBメモリなどでウィルスを持ち込んで
しまった場合でも、外部への拡散をブロック

ウィルス対策ソフト

インターネット

UTM
（ファイヤーウォール）

悪意のある者

ルーター

オフィスのネットワークに
侵入される前に、ブロック

ウィルス

不正な侵入

『UTM 』とは？
Unified Threat Management：「統合脅威管理」の略称

UTMもウィルス対策ソフトと同様、定期的にパターンファイルの
更新を行い、最新の攻撃に備えます。

業務外サイトや、悪質なサイト
へのアクセスをブロック

SKY株式会社



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。

展示ソリューション<セキュリティ対策・その他＞

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。
カード決済についても合わせてご紹介します。

【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

インタラクティブプロジェクタ
会議を短縮！プレゼンにアクセントを！ エプソン販売株式会社

エプソンのインタラクティブプロジェクターは、プロ
ジェクターの投射面に電子ペンで書き込みをしたり、タブ
レットのように指で直感的に操作できる新しいオフィス
ツールです。
【特徴】
①ホワイトボードとしてもプロジェクタとしても使える
②データに直接書き込める
③書き込みをデータとして保存できる

セキュリティゲート
万引き防止システム

東芝テック株式会社

小売店において万引き対策は大きな経営課題のひとつです。
本万引き防止システム「セキュリティゲート」はRFIDソ

リューションの応用により万引きロスを削減し失われている
利益を取り戻すことを目的に作られました。

導入各社の対策商品としては高級酒やケースビール、お米、
和牛、うなぎ、鮮魚など様々な商品に活用いただいておりま
す。

スーパー業態での導入店舗数としては、実績が350を超え
る店舗にご利用いただいており、某スーパー様では半期で
458万円のロス削減に成功した事例もございます。



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！

「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、
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」本体に後処理用フィニッシャを装着した状
態でご覧いただけます。
<メーリングフィニッシャー>
・自動で封入封緘作業が可能！宛名も封入物もまとめて印刷！
<紙折りフィニッシャー>
・冊子作成や2つ折り、3つ折り、Z折りなど多彩な処理が可能
です。

展示ソリューション <最新ハードウェア＞



エクナ株式会社
盛岡市中央通1丁目6番30号

TEL：019-652-3000
FAX：019-625-3135
http://www.echna.co.jp

●お問い合わせは

展示ソリューション <一覧＞

※会場により出展ソリューションが異なりますのでご了承下さい。
※展示製品は都合により変更となる場合がございます。詳しくはあらかじめ担当営業までご相談下
さいますようお願いします。

出展メーカー 出展ソリューション

デジタル複合機＋ドキュメントソリューション

ネットワークカメラ

大判プリンタ

WEB会議システム（LIVEON）

セキュリティ対策製品（HOME・ESET・Barracuda・SubGate）

その他成果物サンプルコーナー

82型ボードスタンド

100型、80型スクリーン（ELPSC29、ELPSC24）

プロジェクタ　EB-1795F、EB-1460UT、EB-536WT、EV-105、EB-L615U

高速インクジェット複合機　LX-10000F

定額型インクジェット複合機　PX-M8080FX （A4コンパクト）

定額型インクジェット複合機　PX-M7070FX

レシートプリンタ　TM-P80

スマートレジ

スマートグラス　BT-300

ＥＣＲ　ＦＳ－２０５５＋カード決済

ラベルプリンタ　ＫＰ－７０

お待ちｄｏ Nxt

チェックポイント　セキュリティゲート

スーパースター　タイムレジ

ＭＥＤＩＣＡＬ　Ｃａｒｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　診察券発行システム

デジタル複合機　ｅ－ＳＴＵＤＩＯ

高天井ＬＥＤ

ラカラ決済システム

オートレジシステム　食堂楽

事務コン　SJ-8500

ＲＦＩＤソリューション

デジタルサイネージ

高速インクジェットプリンタ　オルフィスGD9630

メーリングフィニッシャー

紙折フィニッシャー

くるみ製本

Officeアプリからのアドオン提案

仮想デスクトップ　Shadow Desktop(月額製品)

バックアップソフト　SecureBack4、AirBack2

Cloud Backup for Office365

サブスクリプション版製品全般

(ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス　Powered by DIS

Cloud App Security・Hosted Email Security)

BizRobo! mini 中小規模向けRPAソリューション

顧客管理システム　エクナCRM

販売管理システム　エクナ販売管理

小売り業向けスマホ販促システム

出面管理システム

SKY IT資産管理システム　SKYSEA Client View

サイボウズOffice10

キントーン

作業分析／業務最適化ソフトウェア「OTRS」

Cisco次世代テレビ会議システム

RPAソリューション　AXELUTE（アクセリュート）

インバウンド対策　LIVETALK

販売大臣、顧客大臣、就業大臣、人事大臣、給与大臣、大臣スマート打刻サービス

NI Collabo Smart（NIコンサルティング）

OBC 勘定奉行、給与奉行、商奉行、蔵奉行、就業奉行、人事奉行、法定調書奉行、固定資産奉行、申告奉行

福井コンピュータ 建築VRシステム

エプソン販売

キヤノン

理想科学工業

ダイワボウ情報システム

エクナ

アークネット

サイボウズ

富士通マーケティング

応研

東芝テック


