
事前申込制

ご参加無料

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

・「今、社員の集まる中小企業の人事施策とは」～活きた評価制度がないと社員は成長しない～
・いま求められる情報漏洩対策 ～内部からの情報漏洩と外部攻撃の２軸対策法～
・利用者数120万人以上！～勤怠管理クラウド～

会場のご案内

北上会場 北上オフィスプラザ 2月17日(月）10:00～16:30
一関会場 一関文化センター 2月18日(火) 10:00～16:30
盛岡会場 岩手県自治会館 2月25日(火) 12:30～16:30

Winter

Fair 2020

働き方改革
人手不足
社員育成
中小企業の業務改善
に役立つソリューションセミナー



セミナー概要

講師 Sky株式会社

社員による内部からの情報漏洩、外部からの
サイバー攻撃、PCの紛失・盗難など、企業が抱
える課題はさまざまです。本セミナーでは、セ
キュリティの課題について、「外部から」「内
部から」の2つの視点で対策方法を考えます。ク
ライアントPCに関わる情報漏洩対策・セキュリ
ティ強化に有効な対策例を「SKYSEA Client 
View」の実機を用いてご紹介します。

いま求められる情報漏洩対策
～内部からの情報漏洩と外部攻撃の２軸対策法～

中小企業では、「採用の厳しさ」と「社員のスキル不足」が人事のテーマになっています。今働いてい
る社員に求めること・評価することが明確になっていない企業はいい人材を採用することが難しい時代に
なっており、経営に連動した人事諸施策を総合的に考えることが必須になっています。今必要とされてい
る、必要な人事諸施策とは何か、社員が働きやすくなる評価制度とは何か、その評価制度に連動する教育
研修とは何かを制度構築のステップに合わせてお話しいたします。

「今、社員の集まる中小企業の人事施策とは」
～活きた評価制度がないと社員は成長しない～ 講師 株式会社YACコンサルティング

基調講演



セミナー概要/補助金ブース

勤怠管理システム検討中のお客様必見！残業抑制・生産性向上・労基法対策を叶える今すぐ真似したい
勤怠管理システムのご紹介します。
大手基幹業務システムベンダーのオービックビジネスコンサルタントが全国で毎年開催している、奉行

クラウドフォーラム。全国数都市で開催され、実務に役立つと大好評のセミナーから今回は業務クラウド
「奉行Edge 勤怠管理クラウド」をご紹介するセミナーを実施いたします。

講師 ㈱オービックビジネスコンサルタント利用者数120万人以上！～勤怠管理クラウド～

2020年に使えるかも!?
補助金情報提供ブースをつくります。

過去に実施された補助金・助成金の実績や予算動向から、2020年に使える補助金についての情報提供
ブースをつくります。

2019年12月13日に閣議決定された令和元年度補正予算案について経済産業省発表の「経済産業省関係令
和元年度補正予算案PR資料」によると、「IT導入補助金」については、2020年は以下のようになるとのこ
とです。

１．複数年にわたる予算化で通年公募に
２．補助金上限、補助率は変更なし（下限のみ変更）
2020年：補助額：30万～450万円、補助率1/2
2019年：補助額：40万～450万円、補助率1/2
３．申請要件に賃上げ要件追加（未達の場合、一部返還あり）
2020年：事業計画期間において、「給与支給総額が年率平均1.5%以上向上」、「事業場内最低賃金が地域
別最低賃金＋30円以上」を満たすこと等を申請要件とします。（一部事業者は加点要件）
４．初めて補助金申請される事業者が有利に
2020年：過去３年以内に同じ補助金を受給している事業者には、審査にて減点措置を講じることで、初め
て補助金申請される方でも採択されやすくなります。
５．申請システムがものづくり補助金等と共通システムに

各セミナーの開催時間
セミナー 時間 北上会場 一関会場 盛岡会場

情報漏洩対策 60分 17日 10:30~11:30 18日 10:30~11:30 -

人事施策・評価制度 90分 17日 13:00~14:30 18日 13:00~14:30 25日 13:00~14:30

勤怠管理クラウド 60分 - 18日 15:00~16:00 25日 15:00~16:00



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

展示ソリューション <業務効率化＞

注目のソリューション

クラウド勤怠管理の決定版！本当に必要なことがすべて揃う！

1. 勤怠管理を完全自動化します

2. 場所を問わず手軽に勤怠管理を行えます

3. リスクマネジメント手法を提供します

4. 企業ごとの勤怠ルールへ標準対応します

５． 将来への安心をお約束します

ロケーションにあわせた最適な打刻環境を構築できます！

Web打刻+PaSoRiリーダ 外出先：スマホ／タブレット打刻 専用タイムレコーダ Web打刻+静脈認証



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＞

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。

注目のソリューション

エクナCRM･･･貴社が管理したい顧客情報を貴社だけの画面で使えるシステムです。エ
クセルでの情報管理に限界を感じている会社様にぜひご覧になっていただきたいシステ
ムです。

☑用途
得意先情報管理、DM送付、商談情報管理、納品機器商品情報管理、点検管理、
顧客対応履歴、入電履歴、来客対応履歴･･･等貴社だけのさまざまな情報管理が
できます。

☑出力帳票
例）得意先台帳、得意先地区別一覧表、担当者別商談一覧表、保守終了一覧表、
地区別点検一覧表、顧客対応未チェック一覧表等

☑なぜエクセルでの情報管理に限界を感じるのか？
・複数の人が同時に入力したり、編集したりすることが難しい
・セキュリティ確保、データの保持が難しい
・過去の履歴を追いづらい
・関連するＡの情報とＢの情報のひもづけができない
・ファイルが乱立し、データの一元管理ができない

得意先
情報

機器情報

入電
対応

対応
履歴



展示ソリューション <セキュリティ＞

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
Sky株式会社

Cisco Meraki
クラウド管理型ネットワークインフラ

Cisco Merakiは、業界最大規模のクラウド・ネットワーキング・サービ
スを運営し、世界中で数万のネットワークを稼働させています。企業、病院、

銀行、小売業者など数千人の IT 専門家から信頼していただいております。
厳重なセキュリティと高い信頼性を持つクラウドへは管理データのみを送

信する為、ネットワーク機器のパフォーマンスに影響を与えることはありま
せん。また、クラウド管理の利便性を活かした容易な設置、設定を実現しま
す。

最新のSD-WANやWi-Fi6環境への移行もMerakiで実現!!

Wi-Fi6(=802.11ax)
次世代無線規格とは？
5Gbps以上の高速な無線通信だけで
なく、クライアントの高密度環境や、
通信の高信頼性、消費電力の削減ま
で実現します。

Meraki SD-WANテクノロジー
常に最適なVPN経路を利用することで
通信の最適化を実現。Ciscoが提供す
る強固なセキュリティによりセキュリ
ティを犠牲にすることなく安全にロー
カルブレークアウト( 拠点からのイン
ターネットアクセス) が可能です。

ダイワボウ情報システム株式会社



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」本体と印刷業務の効率化に貢献する後処理用フィ
ニッシャ、成果物をご覧いただけます。
<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

キャノン

デジタル複合機＋ドキュメントソリューション

大判プリンタ （成果物）

東芝テック

デジタル複合機 e-STUDIO

LED

エプソン販売

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-M880FX

理想科学工業

高速インクジェットプリンタ オルフィスGD9630

各フィニッシャ―成果物（紙折、封入封函、くるみ製本）

ダイワボウ情報システム

クラウド管理型ネットワークソリューション Meraki

サブスプリクション型Officeサービス office365

NIコンサルティング グループウェア NI Collabo Smart

SKY IT資産管理システム SKYSEA Client View

OBC

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

奉行クラウド、Edge各製品（勤怠管理クラウド、労務管理クラウド、マイナンバークラウ
ド etc）

エクナ

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

補助金相談コーナー


