
リコージャパン CSイベント お申込書
※ご記入前に下段の「個人情報の取り扱いについて」をご一読ください

出展企業一覧（50音順）

開催日程 9月5日（木）13:00～18:00
6日（金）10:00～18:00

開催会場 リコージャパン株式会社 前橋事業所

【同時開催】 CSセミナー 詳しくは別紙をご覧ください
※セミナーの受け付けは先着順とさせていただきます。定員になり次第締切とさせていただきますので予めご了承下さい。

①E-Mailでのお申込み

Gunma-event_la@ricoh-japan.co.jp
②FAXでのお申込み

027-290-1134

■個人情報の取り扱いについて

※本申込書における個人情報の収集は、リコージャパンの「個人情報保護基本方針」に従い、お客様への業務改善に関するご提案及び、新製品情報、サービス、セミナー、
イベント等の情報提供の目的でのみ利用させていただきます。
個人情報は適切に管理し、お客様のご同意無く第三者へ開示・提供することはありません。ただし、上記の目的の範囲内でリコーグループ会社間にて共同して利用させて
いただく場合がございます。また、共同利用にあたっては、弊社が責任区となります｡
尚、ご芳名のご記入により個人情報のご提供に同意いただいたものとさせていただきます。

リコージャパンの個人情報保護基本方針・個人情報のお取り扱いの詳細は、以下よりご確認下さい。
◆個人情報保護基本方針 http://www.ricoh.co.jp/privacy/index_1.html
◆個人情報のお取り扱い http://www.ricoh.co.jp/privacy/index_2.html

弊社セミナー事務局がメールでお送りした

“受講票”をプリントアウト
をご用意の上、会場受付へお越しください。詳細は受講票をご確認ください。

お名刺または

イベント当日は

SBC&S株式会社

アマノ株式会社

アライズイノベーション株式会社

シスコシステムズ合同会社

株式会社ドリームネッツ

株式会社ネクストセット

株式会社ネットレックス

パナソニック ネットソリューションズ株式会社

株式会社ブルーポート

株式会社ラクス

マルハン

フォレス
トモール
前橋

ローソン

新前橋駅より車で5分
関越自動車道前橋インターチェンジより車で5分

会 場

リコージャパン 群馬支社LA営業部
LAソリューショングループ

＜担当＞ 奥澤・千木良
＜連絡先＞TEL：027-251-1023

開催会場地図ならびに問い合わせ先

RICOHのチ･カ･ラ

ご氏名

お電話番号

□

□

□

□

□

共通 □

貴社名

部署名

E-Mailアドレス

9/5

（木）

9/6

（金）

展示会場のみのご来場（　　　　日　　　　　　時頃）

ご要望のセミナーまたは展示のご来場にチェックをお願い致します。

　【A-1】　13:30～14:30　　　　定員20名
           働き方改革の第一歩は場所にとらわれない情報共有から！BCP対策もできる共有方法を！

　　　　　　リコージャパンのOffice 365活用事例から見る社員を中心にした働き方

　【A-2】　15:30～16:30　　　　定員20名
　　　　　　業務の可視化と改善を行う上でのポイント

　【B-1】　10:15～11:45　　　　定員20名
　　　　　　「伝わりやすさ」がビジネスを広げる。

　　　　　　MUD配慮が「情報保証」社会実現の手助けをします。

　【B-2】　13:30～14:30　　　　定員20名
　　　　　　今こそSDGsで企業価値を上げよう！

　　　　　　～  選ばれる企業になるために  ～

　【B-3】　15:30～16:30
　　　　　　SDGsババ抜きゲーム体験会

SDGs
ワークライフ

バランス

だ
れ
一
人
取
り
残
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ForOurFuture
～サスティナビリティぐんま2019～



展示ソリューションのご案内
※すべての展示において、内容が変更される場合がございます。あらかじめご了承願います。

ワークスタイル
変革サスティナビリティ

コミュニケーション
活性化働き方改革

社内のあらゆる物品を管理するオンライン台帳

Convi.BASE
ネットレックス

業務に必要な機能を自在に組み合わせてご利用i頂けます。

手軽に低コストで現物もしっかり管理。

紙やExcel の台帳管理、目視の棚卸しはもう限界！

という声にお応えします。

マニュアル作成で業務効率UP、生産性向上につながる

iTutor
ブルーポート

MicrosoftPowerPointに近い画面が、直感的で

感動的な体験が可能に。

この「かんたんさ」で、マニュアル作成にかかっていた

時間が半分に短縮した！という声が続々届くほど。

誰もが同一水準でマニュアルやeラーニングの教材を作成出来ます。

照明空調制御システム/ビル工場向け省エネ制御システム

ES-EM1/ES-EM2a
リコー

EM1　快適性・利便性と省エネを両立する

　　　　照明・空調制御システムです。

EM2　無駄なエネルギーを省く改善提案を

　　　  行うとともに、継続的な運用サポートにより

　　　　エネルギーの最適運用を提案します。

リコー環境事業開発センターの取り組み

リコー環境事業開発センターの機能と

ECOソリューション
リコー

リユース・リサイクルセンター

環境技術の実証実験拠点

環境活動の情報発信基地

楽しく直感的に使えるビジネスチャット

チーム手帳
ドリームネッツ

IT化や働き方改革の進展で、

チーム内のフェイスツーフェイスのコミュケーションが少なくなりがちな時代。

チームのパフォーマンス向上にはマイナス要因となってしまいます。

「チーム手帳」なら、自由にグループをつくり、スタンプやカードを直感的に

利用して、いつでも・どこでもチャットでコミュニケーションできます。

８つの驚異を秘めたワークフロー

MAJOR FLOW Z
パナソニックネットソリューションズ

容易な開発・導入を可能にするワークフローソフトウェア。

申請承認処理、あらゆる業務プロセス処理、

他システム連携に対応し、統一基盤としてご利用頂けます。

クラウド／オンプレミス環境、社内システム、

外部サービス提供用としてご利用可能です。

会社案内や商品パンフレットを低コストかつ高品質に作成

POD（プリントオンデマンド）
リコー

話題のプリントオンデマンドの「現在（いま）を

見る！知る！感じる！絶好の機会です！

情報の価値・業務改革・新しいビジネスの創造を

ご提案します。

是非、お客様の目でお確かめください。

一歩先ゆく新感覚のプリンター。これが印刷の新しいカタチ。

RICOH Handy Printer
リコー

印刷したかったけれどできなかった物。

書きたかったけっれど書けなかった場所。

書いていたけど書くのが大変だった作業。

それらを解決するのが、

RICOH Handy Printer

AIが清掃の未来を切り拓く

Whiz
SoftBank Robotics

「Whiz」は、主にカーペットなどの床清掃を目的とする

自律走行が可能な乾式バキュームクリーナのAI清掃ロボットです。

清掃業界では、採用難や高年齢化により、

厳しい人材不足という課題に直面しています。

人とロボットが協働し、社会的課題を解決していきます。

全てに簡単　全てに「やさしい」　人事労務統合システム

TimePro-NX
アマノ

これから待ち受ける様々な労働環境に対応する将来を

見据えた人事労務統合パッケージです。

就業人事給与統合により多角的な分析を実現し、

企業の現状と将来を考えるこれまでにない

新感覚な労務管理をお届けします。

リコー・インテリジェント・ワークコア

カンタンストレージ活用シリーズ
リコー

クラウド上で紙文書を含めた情報の一元管理ができるだけでなく

オフィスの外でも紙文書の情報の閲覧・ダウンロードができます。

RICOH Intelligent WorkCoreは、

常に変わり続け、進化していく人・組織・企業の

それぞれの「はたらく」を支え、よりスマートにしていきます。

Windows10の上手な付き合い方　WSUS運用代行します

RICOHおまかせWSUS
リコー

導入したWSUSの運用を代行します。

Windows 10 は成長し続けます！

年2回のOSアップデート、アップデートは

Windows Update経由で提供。

Windows10のマイグレーションもRICOHにお任せください。

ネクストセットのOffice365アドインならできることがたくさん！

Nextset
ネクストセット

ネクストセットは、Office365 のアドオンサービスを提供中です。

シングルサインオン 組織カレンダー　Myポータルガジェット

組織ワークフロー組織アドレス帳　 組織ドキュメント管理

掲示板/回覧板　行先予定/在席確認/伝言メモ/共有

誤判定した文字をAIが学習して文字認識精度を向上します

AIRead
アライズイノベーション

FAXや書類等の文字を人工知能（AI）で文字認識し

データ化（OCR）するソリューション。

手書き文字、活字の読み取りに対応しています。

読み取り項目の位置ずれや複数フォーマットの書類の

読み取りが可能です。

社員一人ひとりの人脈を企業の資産に変える。

カンタン名刺電子化アプリ

　　　　　　　　　　　 for 連絡とれるくん
リコー
名刺情報を一括管理。社内で共有、社外でも活用。

一人ひとりの人脈を企業の資産に変えます。

複合機で一度に複数枚の名刺をスキャン。

読み取った情報はクラウドで一括管理できます。

クラウド型AI（人工知能）帳票認識OCRソリューション

Cloud OCR for 請求書
リコー

リコー独自の帳票解析技術と画像処理技術を搭載した

AIが、事前の帳票定義を必要とせず請求書に記載された

請求日、請求元名称、請求金額等の情報を

自動認識し一括データ化します。データ化した情報は、

CSVファイルの出力にて他のシステムと連携できます。

選ばれて国内No.1! 精算業務をおどろくほど楽にする

楽楽精算
ラクス

経費精算は手作業で行っていることがほとんどであり、

計算ミスのリスク、手間・人件費の増大、手続きや

書類管理などの負担増大、コア業務への影響など

多くの課題があり生産性の低下を招いています。

楽々清算なら一元管理で精算業務を爆速でラクにできる

チャットボットの決定版！問合せ対応のお悩みをすべて解決！

チャットディーラー
ラクス

日々の問合せ対応業務で、こんなお悩みありませんか？

よくある内容の問合せにかかる対応負担を減らしたい

あるあるな社内問合せ対応を減らして業務効率を改善したい

FAQページが機能しておらず、問合せの件数が減らない

休みや営業時間外の問合せでお客様をお待たせしてしまう

いつでも・どこでも、だれでも・だれとでも。テレビ会議

UCS P3500

(ﾕﾆﾌｧｲﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ)
リコー

さまざまな場所に持ち運んで、ご利用できるポータブル型の

テレビ会議・Web会議システムです。

1デバイスの直感的操作で専用会議室でも活躍し、

高価な大会議室専用端末が不要となります。。

いつでも、どこでも、誰とでも Web 会議！

Cisco Webex
Cisco

Cisco Webex は、インターネットを通じて

リアルタイムなコラボレーションを実現する

クラウド サービスです。

PC やスマート デバイスと Web ブラウザがあれば

簡単にオンライン会議を開催したり、参加できます

創造性あふれる働き方のために、ホワイトボードが進化しました

IWB(インタラクティブホワイトボード)
リコー

チームでぱっと集まって、パソコンやタブレット端末のデータ表示

ディスプレイに直接思いついたアイデアを書き込む。

遠い拠点ともリアルタイムにつなげて、リッチにコミュニケーション。

結果をすぐにデジタルで共有。

コミュニケーションが変わると、働き方も変わる。

ビジュアルコミュニケーションとオフィス空間デザインによる新しい働き方

IWB32インチ+昇降型会議テーブル

Add-on　Service　for　Office365PCレス

スタンディング会議

リコー
電動上下昇降ミーティングテーブルとの組み合わせにより、

スタンディングのちょっとしたミーティングから座っての会議まで

フレキシブルに対応できるスタイルです。

短時間で集中した情報共有が行えたり、

会話の雰囲気もよくなったりと、ミーティングも活性化します。

法改正

見やすい・簡単・早い・つ

ながる 探せる・どこでも・

広がる・シンプル


