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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)

2017.7.13 ㊍ 9:30～16:00
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セミナーコーナー7/12(水) セミナーコーナー7/13(木)

10:00～10:40
主催 コニカミノルタジャパン株式会社

働き方改革セミナー
一足先に改革に乗り出した

先進企業の現状

展
示
コ
ー
ナ
ー(

終
日
開
催
）

11:00～11:20

働き方改革を推進できる仕組みのご紹介
～事務負担軽減と労働状況の見える化～

主催 株式会社オービックビジネスコンサルタント

14:20～14:40

最新版! DXシリーズのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ

主催 ピー・シー・エー株式会社

14:00～14:20

声で書こう！話した内容をそのまま入力！
福祉現場のストレス、時間、コストを削減！
音声入力支援システム(Voicefun）ご紹介

主催 ＮＤソフトウェア株式会社

14:40～15:00

電話対応業務の効率化を支援！
CTIエキスパートパッケージ「見えTEL君」のご紹介

主催 サクシード株式会社

15:20～15:40

これで変わる！スマホ/タブレット
による業務改革の最新事情

主催 北国コンピュータ株式会社/アイパブリッシング株式会社

13:40～14:00

企業が利用するべき最適なメール環境とは
～Microsoftクラウドサービス活用セミナー～

主催 ダイワボウ情報システム株式会社

11:20～11:40

「モバイル・見える化・つながり」
が変える働き方改革

主催 株式会社ＥＣＳ

11:40～12:00

大きな安心！管理の効率化！社会のｲﾝﾌﾗ機器
の遠隔監視システム「コルソス」ご紹介

主催 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社

13:00～13:40
主催 コニカミノルタジャパン株式会社

働き方改革セミナー
一足先に改革に乗り出した

先進企業の現状

注）13日(木)は16時
までとなります。

10:40～11:00

ペーパーレス化や文書管理の最大の障壁とは？
タスクオートメーションツール「Dispatcher Phoenix」ご紹介

主催 コニカミノルタジャパン株式会社

10:00～10:40
主催 コニカミノルタジャパン株式会社

働き方改革セミナー
一足先に改革に乗り出した

先進企業の現状

11:00～11:20

働き方改革を推進できる仕組みのご紹介
～事務負担軽減と労働状況の見える化～

主催 株式会社オービックビジネスコンサルタント

14:20～14:40

最新版! DXシリーズのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ

主催 ピー・シー・エー株式会社

14:00～14:20

声で書こう！話した内容をそのまま入力！
福祉現場のストレス、時間、コストを削減！
音声入力支援システム(Voicefun）ご紹介

主催 ＮＤソフトウェア株式会社

11:40～12:00

これで変わる！スマホ/タブレット
による業務改革の最新事情

主催 北国コンピュータ株式会社/アイパブリッシング株式会社

13:40～14:00

企業が利用するべき最適なメール環境とは
～Microsoftクラウドサービス活用セミナー～

主催 ダイワボウ情報システム株式会社

15:00～15:20

大きな安心！管理の効率化！社会のｲﾝﾌﾗ機器
の遠隔監視システム「コルソス」ご紹介

主催 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社

13:00～13:40
主催 コニカミノルタジャパン株式会社

働き方改革セミナー
一足先に改革に乗り出した

先進企業の現状

10:40～11:00

ペーパーレス化や文書管理の最大の障壁とは？
タスクオートメーションツール「Dispatcher Phoenix」ご紹介

主催 コニカミノルタジャパン株式会社

11:20～11:40

「モバイル・見える化・つながり」
が変える働き方改革

主催 株式会社ＥＣＳ

主催 建設システム株式会社

15:00～15:20

次世代の工事写真管理システム
～小黒板電子化について～

14:40～15:00

電話対応業務の効率化を支援！
CTIエキスパートパッケージ「見えTEL君」のご紹介

主催 サクシード株式会社



８ 株式会社 ECS
柔軟な働き方の実現が社会的に求められるようになりまし
た。オフィスではなく自宅など遠隔地で業務を行う「在宅
勤務」制度の導入を実現する環境がクラウドにはあります。
多様な働き方の選択を実現するツールとしてぜひ
salesforceを体験下さい

１ コニカミノルタジャパン株式会社

既存の文書管理システムの効率化をお考えの方！
文書管理、ペーパーレス、情報共有のオートメー
ション化！「Dispatcher Phoenix」のご紹介

７ ピー・シー・エー株式会社
DXシリーズやタブレット伝票自動作成システム(SUI)、
就業管理システム、タイムレコーダー、ストレス
チェックシステムのご紹介

６ NDソフトウェア株式会社
福祉業務支援ソフトウェアのトータルラインナップ
「ほのぼの」シリーズのご紹介。「ほのぼの」シ
リーズは、介護保険・医療・元気高齢者・障がい者
の福祉サービス事業を応援するソフトです

４ サクシード株式会社
電話対応ビジネスのエキスパートパッケージ！
「見えTEL君」をご紹介。電話にでるまえに誰か
らかが分かる！電話対応品質を向上！差別化！

３ NECプラットフォームズ株式会社

まだまだ間に合う軽減税率対策補助金！。NECの
POSシステムは補助金対象製品です。専門店・外
食業界向けPOSシステムのご紹介。「セルフオー
ダ」は必見です

３ 日本電気株式会社
ディスプレイタイプ65型インタラティブホワイト
ボード「BrainBoard」。画面上に文字や図を直接
書き込むことでコミュニケーションを活性化。
学校や会議での使いやすさに配慮

２ 株式会社浜田コンピュータシステム

企業の大切な資産である名刺情報の一元管理と
有効活用を実現する名刺管理ソフトや今期リニュ
ーアルする給与ソフトをご紹介

５
北国コンピュータ株式会社
アイパブリッシング株式会社

スマホ/タブレットを利用したガス検針、災害医療
対策ソリューションの展示。また、政府が推進する
オープンデータに関する取組についてもわかり易く
ご紹介します

９ 株式会社オービックビジネスコンサルタント

OBCが提供する働き方改革。人に関わる採用⇒
人事⇒勤怠⇒給与⇒育成まで一気通貫で管理する
ソリューションをご紹介

１０ ローレルバンクマシン株式会社

１２ 株式会社建設システム
建設現場におけるクラウド・モバイル化により現場
にいながら内業をこなしていく業務効率を推進する
ソフトウェアの紹介
※7/12(水)のみ出展

１３ 株式会社バッファロー
小規模店舗・オフィス向け監視カメラシステム。
簡単設置！シンプルな画面設計！防犯目的だけでなく、
ヒューマンエラーをなくし、業務改善に役立ちます。
併せて昨今話題のランサムウェア対策もご紹介

１３ シャープビジネスソリューション株式会社

ディスプレイの最新トレンド！画面タッチでPCを
操作する40型モニターとコンテンツ作成支援ツール
をご紹介。今話題の’ロボホン’がお迎えします！

１４ ダイワボウ情報システム株式会社
あらゆる場所のあらゆる人の利用シーンへ対応す
する、Office365。マルチOSでの活用方法、業種
別の活用例をご紹介します

１６ サンワサプライ株式会社
座りすぎ作業を軽減しませんか？電動昇降で素早く
立ち、座りの姿勢が取れ健康をサポートします。
仕事効率や生産性向上を上げてワークスタイル変革
をしませんか？

１５ 株式会社沖データ

特色ホワイト/特色クリアーに対応し、厚紙や透明
フィルム等の多彩な媒体への対応力でビジネスに新
しい可能性をご提案

セキュリティ強化！鍵の管理・重要書類の管理・パ
ソコンのセキュリティまでご紹介

１１ サクサ株式会社
企業のネットワークセキュリティ対策が問われる時代になってま
す。ランサムウェア対策、スパムメール対策、不正サイトへのア
クセス制限など情報セキュリティ対策を一台で実現する、ネット
ワークセキュリティ装置「SS3000Ⅱ」のご紹介



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
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平素は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年来、電通の過労死問題を端に発し、少子高齢化に伴う、人手不足など日本の労働環境について
色々な議論がなされております。また、日本の国民１人当たりＧＤＰは、1990年代初めにOECD加盟国

中６位まで上昇し、主要先進７カ国（日本・米国・英国・フランス・ドイツ・イタリア・カナダの７カ国）でも米
国に次ぐ水準になったこともありましたが、1990年代中盤からの経済的停滞の中で徐々に下がり、
1970～1980年代と同じ17～20位程度で推移しています。近年の順位をみると、2008～2009年に20位
まで落ち込んだところで底打ちし、それから緩やかながらも上昇へと転じておりますが、2015年では18
位、30,000ドル台で、上位グループの米国・ドイツ・カナダが40,000ドル超と大きく差がついている状況

です。このことから、国を挙げて働き方改革を推進し、ＩＴ補助金等を筆頭に支援策にも力を入れており、
ＩＴを活用した業務の効率化を支援しております。

今回の展示会は、『働き方改革』をテーマにセミナーを開催し、様々な業種の方にも効果の期待でき
るＩＴ（情報技術）をご提案し、各種課題解決型製品を見て頂き、業務改善のヒントとなる商品を取り揃え
ておりますので、各事業所様に合った対策や改善策をご検討頂く機会となるよう、この展示会で準備し
ております。この展示会を通して、『街のＩＴコンシェルジュ』として、各事業所様の課題解決のお手伝い
出来れば幸いです。

平成２９年５月吉日
株式会社浜田コンピュータシステム
代表取締役社長 井上 公明

受付

８ ７ ６ ５ ４９

TEL: 0855-22-2020 FAX:0855-22-1180

ごあいさつ
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お問合せ
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