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（１７：３０（１７：３０ 受付終了）受付終了）

製造業における課題解決のヒントを製造業における課題解決のヒントを

リコーグループの実践事例を中心にご提案いたしますリコーグループの実践事例を中心にご提案いたします

【アクセス】

★ＪＲ高崎線 宮原駅より（徒歩10分）

　東口駅前通りを進み、メガネスーパー角を右折

★ニューシャトル加茂宮駅より（徒歩8分）

　国道17号を右折して直進

★国道１７号より

・大宮方面からお越しの場合

　宮原町2丁目信号を右折

・上尾方面からお越しの場合

　宮原町2丁目信号を左折、もしくはTSUTAYA角を左折

※当日は駐車場に限りがございますので、

なるべく公共の交通機関をご利用ください
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コスト削減

リコーのもの作り改革実践

株株株株式会社式会社式会社式会社リコーリコーリコーリコー

生産事業本部 生産統括センター もの作り改革センター

小形小形小形小形　　　　文男文男文男文男

10:00～～～～11:30

セキュリティへの取り組み

ドキュメントプロセスの業務改善

環境経営

会場：501-1 　定員：30名

人材育成・組織風土

製造業における

機密情報を守るために

ＳｋｙＳｋｙＳｋｙＳｋｙ株式会社株式会社株式会社株式会社

ICTソリューション 事業部 システムサポート部

インストラクター　櫻井櫻井櫻井櫻井　　　　希三代希三代希三代希三代　　　　氏氏氏氏

アウトソーシングによる

様々なドキュメントの業務改善

リコージャパンリコージャパンリコージャパンリコージャパン株式会社株式会社株式会社株式会社　

ＭＤＳ事業センター 営業支援室　

室長室長室長室長　　　　坂本坂本坂本坂本　　　　普普普普

ＲＥＡＣＨ規則の動向と

含有化学物質管理システムのご紹介

日本日本日本日本ユニシスユニシスユニシスユニシス・・・・エクセリューションズエクセリューションズエクセリューションズエクセリューションズ 株式会社株式会社株式会社株式会社

営業統括部 戦略システム営業部 市場開発営業所

所長所長所長所長　　　　宮尾宮尾宮尾宮尾　　　　祥二祥二祥二祥二　　　　氏氏氏氏

iPad活用による

営業生産性向上と販売力強化

リコージャパンリコージャパンリコージャパンリコージャパン株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　

販売戦略本部 ＣＩＳ企画グループ　

鶴野鶴野鶴野鶴野　　　　アンドレイアンドレイアンドレイアンドレイ • エムエムエムエム

打つ手がわかる

経営幹部のための組織風土診断

リコージャパンリコージャパンリコージャパンリコージャパン株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　

販売戦略本部 ＣＩＳ企画グループ　

鶴野鶴野鶴野鶴野　　　　アンドレイアンドレイアンドレイアンドレイ • エムエムエムエム

最近は欧州向け製品に留まらず、国内製品へも化学物質　

情報の管理・報告が求められております。毎年、SVHC（高懸

念物質）も追加され、ますます管理が困難になっております。

本セミナーでは、管理運用について具体的な取組み方法を

ご紹介します。

現在直面している業績低迷などの経営課題を解決する為、

業績向上への経営戦略と、それを支える組織風土の活性化

が不可避となります。本セミナーでは組織風土の課題を　　

顕在化し、人材・組織強化の活用手法を事例を踏まえて　　

ご紹介します。

情報セキュリティ対策やIT資産管理にはクライアントPCの

管理が必須と言われています。本セミナーでは、セキュリティ　

対策とIT資産管理をオールインワンで行える「SKYSEA Client 

View」をご紹介します。

リコージャパンでは、プロセスの改革、お客様への提案品質　　

向上、ワークスタイル変革を実現させるために、国内全営業　　

マンにiPadを導入しました。本セミナーでは、その導入背景、　

狙い、期待効果等、全社マネジメントの観点から経営幹部の　

皆様へご紹介させていただきます。

経営基盤の強化を目指しているお客様に対し、リコーでは　　

ドキュメントプロセスに関わる様々な業務を請け負うサービス

をご提案しております。本セミナーでは、出力環境の最適化や

　ドキュメントの電子化・保管廃棄、マニュアル作成による　　　

具体的な生産性向上とコスト削減手法をご紹介いたします。

リコーでは、お客様のニーズに対応し、低コストかつ効率的に

生産する為、徹底的にムダを排除したリコー流生産方式の　

グローバルな展開に取り組んでおります。本セミナーでは、　　

リコーのもの作り改革実践事例について、ご紹介します。

10:30～～～～11:30

13:00～～～～14:00

13:15～～～～14:15

13:15～～～～14:15

16:15～～～～17:15

会場：201-1 　定員：16名

会場：501-2 　定員：15名

会場：502-1 　定員：15名

会場：201-2 　定員：16名

会場：502-3　定員：15名

内容について、予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。



設計／生産業務改善

節電への取り組み

今すぐ始められる省エネとTCO削減

～震災から学んだ節電対策及び通信コスト削減について～

リコーテクノシステムズリコーテクノシステムズリコーテクノシステムズリコーテクノシステムズ株式会社株式会社株式会社株式会社

ソリューションサービス統括本部

山形山形山形山形　　　　起生起生起生起生

リコーグループでは設計開発・生産・営業・購買・サプライ

チェーンなど多岐に渡る業務プロセス、国内外連携の改善

にユニファイドコミュニケーションシステムを活用しております。

知的生産性のスピードとリードタイム短縮、それに伴う

経費削減の事例を交えてご紹介します。

クラウド型遠隔コミュニケーションで

製造業に知的創造と競争力向上を

リコージャパンリコージャパンリコージャパンリコージャパン株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　

通信コミュニケーション事業本部　ＵＣＳ営業開発グループ

田澤田澤田澤田澤　　　　昭一昭一昭一昭一

3D-CAD『SolidWorks』体験セミナー

ミドルレンジ3D-CADで絶大なシェアを誇る 『SolidWorks』　を

実際に触れて評価頂ける、体験型セミナーです。

ソリッドワークス・ジャパンにおけるiPadを使った新たなCAD

活用シーンのご紹介します。

リコージャパンリコージャパンリコージャパンリコージャパン株式会社株式会社株式会社株式会社

ＩＣＴ戦略本部　業種業務推進グループ

徳田徳田徳田徳田　　　　明弘明弘明弘明弘　　　　　　　　　　　　　　　

ＢＣＰへの取り組み

東日本大震災における

ＢＣＰの成果と課題

労働安全への取り組み

リスクアセスメントの奨め

リコージャパンリコージャパンリコージャパンリコージャパン株式会社株式会社株式会社株式会社

販売戦略本部

ものづくり・人材開発コンサルティンググループ

菅野菅野菅野菅野　　　　博文博文博文博文

５S、ＫＹ（危険予知活動）、ヒヤリハット報告活動が効果的に行

われることにより、安全のリスク低減に繋がります。本セミナー

では、リコー沼津事業所における労働安全衛生マネジメントシ

ステムの取組みとリスクアセスメントの手順についてご紹介い

たします。

今すぐ始められる省エネ対策として空調や照明、パソコンな

ど運用による電力消費量削減をご紹介します。更に新たな　

コスト削減として通信費に目を向け、通信コスト削減に繋が

るコミュニケ-ションシステムもご紹介します。

マイクロソフト認定協力パートナー

中村中村中村中村　　　　徹徹徹徹　　　　氏氏氏氏

ソリッドワークスソリッドワークスソリッドワークスソリッドワークス・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社

営業技術部　二課シニアソリューションコンサルタント

大坪大坪大坪大坪　　　　陽介陽介陽介陽介 氏氏氏氏

リコージャパンリコージャパンリコージャパンリコージャパン株式会社株式会社株式会社株式会社　　　　

販売戦略本部 情報セキュリティコンサルティンググループ

川田川田川田川田　　　　英明英明英明英明

日本国内の企業の多くは、東日本大震災を契機として災害時に

おける≪事業継続≫の重要性を改めて認識する事と成りました。

今回のセミナーでは、リコーグループの東北を拠点とした事業所

の被災から、有事に備える≪事業継続計画≫の有効性と課題

を踏まえたBＣＰを紹介します。

｢Windows8｣のコンセプトや特徴・新機能、その中でも企業内で

の利用メリットについてデモストレーションを交えながらご紹介　

します。タブレットやノートPCを活用し、皆様の新たなワークスタ

イルを実現する｢Windows8｣とともに、クラウドとの連携を深めた

新世代のOffice2013もご紹介します。

Windows8＆Office2013セミナー

14:30～～～～15:30 会場：501-3　定員：15名

14:45～～～～15:45 会場：201-3　定員：16名

14:45～～～～15:45 会場：502-2　定員：15名

10:00～～～～12:30
14:00～～～～16:30

会場：101-1　定員：　4名
会場：101-2　定員：　4名

16:00～～～～17:00 会場：501-4　定員：15名

16:15～～～～17:15 会場：201-4　定員：16名

企画 設計 調達 製造 販売 物流 サポート 情報システム 総務
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コスト削減

セキュリティーへの取り組み

ドキュメントプロセスの業務改善

環境経営

ＢＣＰへの取り組み

設計／生産業務改善

労働安全への取り組み

節電への取り組み

RFID　ｄｅｇｉｃｅｌｌ（デジタル生産支援システム）　

電脳工場　インタラクティブホワイトボード　　

ユニファイドコミュニケーションシステム　　iPad　　　　　

MPC3302SPF　カンタン私書箱プリント

SPC831　SKYSEA Client View

監視カメラ　　　　　　

MPC5002SPF　MPCW2200HSP  個人認証システム

図脳タイトルスキャン Speedoc for imagio

eD-Binder RidocSmartNavigator eValue NS　　　　　

　　　　　

SolidWorks　HPワークステーション　 X-point

Windows8　Office2013 　生産革新（Fu-jin  Raijin Ryu-jin）

ユニファイドコミュニケーションシステム　JobMagic　　　　

組織風土維新　学び維新　工場維新　　　　

PBX（日立製作所）　緊急地震速報　LED　　　

グリーン調達マイスター（含有化学物質管理）　　　

業務相談コーナー　デジタルカメラ　　　

LED　空調（エアコン）　BEMS（電力監視装置）　　

セミナー・展示へのお申込み

http://www.rcc.ricoh-japan.co.jp/rcc/seminar/event12120506-01.html

こちらのURLよりお申込みいただくか、

弊社担当営業までお申し付けください

リコー　セミナー

イベント出展案内をご覧ください

検索

展示場内容

人材育成・組織風土


