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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
・CPDS「はじめてでも簡単に使える！！情報共有システム・電子小黒板セミナー」
・離職率低減への取り組み、5年で離職率を1/5に。
・Webもメールもためらいなく開くことができる世界。
・RPAの活用による業務効率化
・社会保険・雇用保険 e-Gov電子申請による業務効率UP
・働き方改革関連法改正対策と対応する人事労務施策とは
・「次世代ファイルサーバーによる写真・データ管理」が凄い！

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㈱ ダイワボウ情報システム㈱
エプソン販売㈱ 株式会社アスク
理想科学工業㈱ 応研㈱
㈱オービックビジネスコンサルタント 株式会社パシフィックシステム
株式会社建設システム 富士通エフ・オー・エム株式会社

会場のご案内

北上会場 さくらホール：7月25日 ９：００～１７：００
セミナー会場：当日 受付にてご案内致します。
機器展示会場：１F 小ホール



セミナースケジュール <北上会場>

日程 ７月２５日 北上会場：さくらホール

時間 内容 講師

「はじめてでも簡単に使える！！情報共有システム・電子小黒板セミナー」

CPDSセミナー　1.5時間　2ユニット

国土交通省から岩手県へ広がりつつある情報共有システム。

簡単な操作と安心の機能で実績豊富なASPシステムを解説いたします。

また、県工事においても活用されつつあります電子小黒板も合わせて徹底解説いたします。

5年で離職率を1/5に

 100人100通りの働き方を実現するサイボウズの多様な働き方のご紹介

在宅勤務・社員の副業推奨・出戻り社員,etc 5年間で離職率を 1/5 にし、同時に増収も実現した サイボウズ流ワークス

タイル変革。 変革を進める中での試行錯誤や、最近の新しい取り組み、 そしてどの会社でもすぐに実践できるツールを

使った 多様な働き方の事例などをご紹介します。

Webも、メールも、ためらいなく開くことができる世界

～ 標的型攻撃対策と内部からの情報漏洩対策 ～

多層防御対策費用や従業員の教育費用の削減をしたい皆さま必見！

Webとメールを「無菌室」化するホワイトリスト運用。

標的型攻撃、水飲み場攻撃、ランサムウェア等の網羅率ほぼ100%の実現により安全なURLにしか通信させない！

標的型メール攻撃（送信元偽装、拡張子偽造、リンク偽装等）ファイルの無害化により安全なメールしか受け付けない！

RPA活用による業務効率化

～RPAおよびRPAツール「ロボオペレータ」ご紹介～

社会保険・雇用保険　e-Gov電子申請による業務効率UP

～ソフト利用で30分かかる申請を1分で送信～

2020年度より一定の法人から電子申請が義務化になります。社会保険関連は80％が電子申請を利用してい

ません。マイナンバーを利用する申請書が多い中、電子申請を始めようと思われている方も多いのではない

でしょうか。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、また、準備～申

請までデモンストレーションを交えてご説明します。

働き方改革関連法改正対策と対応する人事労務施策とは

本年は働き方改革元年であり、４月より順次多くの改正法が施行されて　　います。各企業は働き方改革関連の法改正の

概要、日程を理解した上で、対策スケジュールを構築し、実践していく必要があります。

そこで、

①働き方改革の概要　　②緊急整備事項　　③働き方改革のロードマップ

④効果的な管理ツール導入の成功ポイント　　⑤今後の採用に必要なことについて実践例を含めてお話しいたします。

今売れてます！Synology

「次世代ファイルサーバーによる写真・データ管理」が凄い！

Synology NASだけにある付加価値で、NAS＝ファイルサーバーという認識を覆し、 データの価値を高めて有効活用す

るお手伝いを致します。様々なお客様(ニーズ)に合わせた、 わかりやすい筐体の冗長構成、写真管理やPCバックアッ

プ、文書管理、クラウド連携などをご紹介致します。

13:30~14:30 ㈱パシフィックシステム

9:30~11:30 ㈱建設システム

13:30~14:30 富士通㈱
事務処理や業務処理といった定型作業を⾃動化することにより、ホワイトカラー業務をサポートする動きが進んでいま

す。本セミナーでは、RPAの検討・導入の進め方、RPAに適した業務、RPAツールの種類を解説します。

またデモンストレーションを交えてRPAツール「ロボオペレータ」をご紹介します。

サイボウズ㈱

デジタルアーツ㈱

㈱YACコンサルティング

15:00~16:00 ㈱アスク

※セミナー会場は、当日受付にてご案内いたします。

10:00~11:30

15:00~16:30

13:00~14:30



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

Synology
多くの企業のファイルサーバで使われているWindows 
Server 2008の延長サポート期間が、2020年1月に終了する。
大事なファイルを保管する先のサポート終了まであと数カ月
しかなく、「次」をどう選定するのか悩む企業も多いはずだ。
もちろんファイルを共有するうえでクラウドストレージは人
気だが、全面移行にはいくつかの課題があるのも事実。そこ
で注目を集めているのが「多機能NAS（ネットワーク接続ス
トレージ）」だ。クラウドライクなサービスを備えるととも
に、クラウドと組み合わせることでさらなるメリットを発揮
する。

多機能NASソリューション
株式会社アスク

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＞

電子小黒板に対応したい

スマホで写真を撮影！？
「小黒板の電子化」を解説！

従来の工事写真撮影では、小黒板に実測値や撮影箇所などの必須事項
をチョークで書き、撮影する写真に被写体として支障にならない位置
に設置していました。
電子小黒板は、従来の小黒板に記載していた撮影箇所（測点）や工種、

種別、略図などを電子化し、撮影時に写し込んで撮影する新たな写真
撮影手法です

株式会社建設システム
現場労力の省力化や写真管理業務の効率化

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

PSD労働社会保険

企業の労務管理を強力バックアップ！
<概要>
「PSD労働社会保険」は企業での社会保険の業務を行うた
めのシステムです。
現在、日本の公的保険制度は大変革の時代に入り、法改正
が頻繁に発生しています。
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。

労務管理
株式会社パシフィックシステム

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



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＞



エクナ株式会社北上営業所
北上市相去町山田2-18
北上オフィスプラザ４F
TEL:0197-67-0022

https://www.echna.co.jp

●お問い合わせは

展示ソリューション <一覧＞

〇印：機器展示いたします。△印：リーフレットやカタログ等でご紹介いたします。
※展示製品は都合により変更となる場合がございます。詳しくは担当営業までご相談下さい。

㈱アール・シー・エス 通信販売支援システム 通販Best

㈱アール・アイ Shadow Desktop

富士通エフ・オー・エム株式会社

ロボオペレータ

tel:0197-67-0022

