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2019～2020年の課題と対策
2019年 4月 1日 改正労働基準法
 ・ 時間外労働の上限規制
 ・ 有給休暇の取得義務 …etc.

10月 1日 消費税改正(軽減税率)
2020年 1月14日 Windows7 サポート切れ

「消費税も働き方改
革関連法」も「補助
金・税制等を使ってう
まく乗り切るには？」
セミナーで説明します！

令和元年 6.13木 9:30～17:00
島根県トラック協会 西部研修会館
島根県浜田市下府町327-114(石央物流団地内)
島根県トラック協会 西部研修会館
島根県浜田市下府町327-114(石央物流団地内)

協催／ダイワボウ情報システム株式会社
　　　コニカミノルタジャパン株式会社

主催 ／ 株式会社 浜田コンピュータシステム

サービス・コミュニケーション向上
＼伝えたい情報をタッチでお届け／ シャープマーケティングジャパン㈱

自動車学校の
教員紹介に

観光施設
の紹介に

商業施設の
お店紹介に

タッチディスプレイ対応により、直感的な操作が可能！
お客様と簡単にコミュニケーションをつくり出せる！

Staff Introduction Appは、
タッチディスプレイで職員・店・
イベント情報を簡単に作成・表示
するWebアプリケーションです。

島根県浜田市下府町327-114
（石央物流団地内）
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浜田自動車道浜田IC
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至 広島
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島根県トラック協会
西部研修会館

会 場

●日ノ丸西濃運輸●日ノ丸西濃運輸

浜田コンピュータシステム●浜田コンピュータシステム●

日時／2019年6月13日㊍

さいとう社会保険労務士事務所
社会保険労務士 齋藤 裕之 氏

①10:00～11:00　②13:30～14:30
※1回目と2回目は同様のセミナー内容になります

BIGPAD 50型・タッチディスプレイ

電動昇降スタンド
〈昇降ストローク500mm〉

電動昇降式！
大型ディスプレイスタンド
無段階昇降を楽に！ 簡単に！

多様な働き方により実現する企業の
生産性向上と人材確保
～テレワーク等の多様な働き方の導入、
　労務管理のポイントから社内制度のつくり方まで～

　少子高齢化により、本格的な労働力人口減少時代が到来しました。企業にとって人材の確保は重要な経営課題
であり、適正人材の採用だけでなく、  在籍する社員のモチベーションを高め、定着率を高めなければなりません。そ
のためにも個々の事情に合わせた「多様な働き方」を見直すことで、在籍する社員により長く勤めてもらえるような仕
組みつくりが急務といえます。課題解決の手段として注目されているのが、テレワーク、在宅ワーク、フレックスタイム
等の導入ですが、そこで課題となるのは、労務管理です。ITツールの導入のみでは実現しえず、会社として、運用ルー
ルを事前に取り決め、就業規則に落とし込むなど、事前準備が必要となります。

日野自動車●日野自動車●

●
浜田

青果市場

●
浜田

青果市場

●お問い合わせ 

〒697-0006 島根県浜田市下府町327-85
TEL:0855-22-2020  FAX:0855-22-1180

（担当：天坂・田中）

講師
紹介

本セミナーではその実務ポイントを解説するだけでなく、導入費用の補助となる助成金や補助金等の支援策に
ついてもご案内します。

令和元年 6.13木 9:30～17:00



Windows7サポート終了は2020年1月14日です！

ドンドン電子化で働き方改革！ 業務効率化・コスト削減
文書管理のお悩みはありませんか？

飲食店のお困りごと・・・

●法的文書の仕分
●電子化作業の人員不足
●紙文書によるスペース圧迫
●電子化したファイルの加工
●ファイルのリネーム・仕分

効率的なマニュアル運用を、
ひとつのプラットフォームで。
属人化しがちなノウハウや
知識を見える化。

サポートが終了したOSを使い続けたら「情報セキュリティリスク」が高まります！

計画的なWindows10への移行がお勧めです！

UTMでセキュリティ対策、
SS5000でセキュリティの見える化！！

速い・セキュリティ高・使いやすい 社員のデータの移行には
Office365 がお勧め

メールも大量なドキュメントも
クラウドからダウンロードするだけ！

OSサポート終了対策、テレワークといった多様な
ワークスタイルの実現への対策！
２０２０年は「東京五輪」サイバー攻撃の急増が
懸念されております。 Webページで「脅威からの防御状況」を確認可能

更にメリット！最新のOSには最新の
Officeアプリとクラウドサービス。

● 常に最新版のOfficeが使える
● いつでもどこでもアクセスできる
● 導入コスト・運用管理コストを削減できる

＼乗り換え準備はお済ですか？／

効率化！ 生産性向上！

ダイワボウ情報システム株式会社

コニカミノルタジャパン株式会社

サクサ株式会社

UTM SS5000

Win 7 / Win Vista

Surface Laptop2

Surface Go

OSの更新ができてない
OSがサポート終了した

PCを接続

外部からの
脅威を
ブロック!!

全社

●スキャン業務の効率化　●ＦＡＸ文書の自動仕分
●紙文書を電子化　　　　●プリントコストの削減

「改正労働基準法」対策・労働生産性の向上

課題と対策

●長時間労働の是正
●労働生産の向上
●有給取得促進

●労働時間を見える化し業務の平準化
●ITツールの活用で業務効率化

アマノが提案する「人事労務管理システム」
TimePro-NXを活用した具体策のご紹介

DXシリーズ、PCAクラウド
あらゆる業務をサポートするシステムのご紹介

＼IT導入補助金／ アマノ株式会社

総務
人事

「外国人労働者受入」対策 生産性向上・人材育成効率化
お困りごと・・・
●受入態勢
●業務知識の属人化
●言語・価値観の違い・育成

＼人材不足が深刻／

＼コスト削減で働き方改革／

コニカミノルタジャパン株式会社

製造業

就業・給与システムに人事
情報の管理機能を標準搭
載した次世代型人事労務
パッケージ。TimePro-NX
を活用した「働き方改革」5
つの具体策をご紹介。

長期的な展望を見据え、PCAク
ラウドを基盤とした全社業務を
構築。インターネット環境があれ
ばオフィス以外の場所でも業務
が可能。サーバーレスで複数台
のPCで業務ができ、BCP対策
にも最適！。

複合機で始められるDispatcherPhoenix、
仕分名人を活用した文書管理のオートメーション化

業務効率化・生産性向上・新消費税対応

課題と対策

●サーバーなどの購入費用を軽減したい
●消費税など、法制度の変化に逐一確実に対応したい
●販売管理の効率化と売上分析の精度向上を図りたい

●クラウド化でサーバー費用を軽減
●法制度変更への対応はメーカーへ
●他システム連携も柔軟に対応した
　入口から出口まで一気通貫なシステムの構築

＼IT導入補助金／ ピー・シー・エー株式会社

総務
営業

業務に特化したDXシリーズを組み合わせることで効率的に
販売・仕入・総務・人事の仕事を行うことができます。

飲食店向け軽減税率対応POSシステム FoodFrontiaシリーズ
通常のスタッフオーダーシステムからお客様自身で注文ができるセル
フオーダーシステムに対応。レジ会計も通常会計からフルセルフ会計、
セミセルフ会計、前会計に対応します。

新消費税(軽減税率)対応・業務効率化
軽減税率が施行されると・・・
レジ会計の際に複数税率による会計金額
の算出とレシート印字が必要になります。

●レジ会計業務の悩みを解消したい
●オーダーミス、オーダー待ち時間を解消したい
●人手不足、人材不足を解消したい
●外国人観光客にも対応したい

＼軽減税率対策補助金／ NECプラットフォームズ株式会社

飲食店

＼設置場所を選ばないコンパクトデザイン／売上UP!

スタッフの
会計業務

負担軽減

顧客満足
度向上！

売上UP!

スタッフの
会計業務

負担軽減

顧客満足
度向上！

介護事業所のお困りごと・・・
福祉業務支援ソフト「ほのぼの」シリーズで解決！
●職員がどこにいるかわからない
●これまでのインカムは・・・重い
●混線する/専用端末/音声のみ

●現地でないと体調・顔色・メンタル等
　の状況が正確にわからない

●送迎計画作成に時間がかかる
●送迎計画と通所スケジュールが別々
●送迎ルートが
　紙で管理

NDソフトウェア株式会社

介護
施設

Surface Pro

注）OSセキュリティホール攻撃は未対応です。

マニュアル“作成・共有・
一元管理”クラウドサービス

２０カ国語対応！ 自動翻訳！ iPhone / iPad
iPad touch

新デジタルインカム 在宅介護向け「TV電話の見守りツール」

緊急通報
安否確認

AIで送迎ルートを
自動作成

安らぎ・癒しもセラピーロボット紹介します！


