
◼ 会場：中条グランドホテル
2階 富士の間 胎内市東本町25-50

株式会社荒惣

仕事の最適化をめざすニューノーマル時代の取り組み

◼ 日時：11月25日（木）

11月26日（金）

9:00～17:00

TEL: 0254-43-2007  FAX: 0254-43-2707
Email: office@araso.co.jp URL: www.araso.co.jp

国策の一つ、成長産業育成に「業務の効率化による生産性向上、環境への配慮」等

がございます。本年は『“人にやさしい”デジタル活用セミナー・フェア』 と冠して、

貴社における「IT環境の向上」を支援する製品・サービスをご紹介致します。

“人にやさしい”
デジタル活用セミナー・フェアのご案内

展示会でのご提案

セミナー・フェアの実施に伴い下記の対策の徹底をはかっております。

皆様と共に考える

“近未来を 今に繋ぎ 仕事に活かす”

◼ 今こそSDGsで企業価値を高めよう！

◼ 業務自動化ツール RPAの進化を探る！

◼ “2040年の介護の未来” と"2024年に目指す姿“

◼ 労働基準法の改正にともなう勤怠管理とは？

◼ 業務の見える化で仕事を効率化できる！

◼ EXCELマクロ活用で業務の効率化を！

◼ 電子帳簿保存法にいかに対応するか？

◼ 工場ネットワークの見直しからはじめる業務効率化

◇具体的な「運用益」が可能か
どうかのご相談・ご提案

◇機器の「導入費」、「維持管理」等
詳しいご説明

展示会でのご提案

Solution Proposal

◇仕事の最適化を目指す実現の手法

◇オンライン・オフライン形式で実施

セミナー開催

Problem Solving

◇セミナー内容の「問題提起・解決策」
の様々なツールをご紹介

◇最新IT機器の展示と操作性を通じて
「実用性」を実体験

展示会で見聞

Experience

9:00～17:00

人にやさしい
デジタル

みえる化
業務

働き
向上

クラウド活用

mailto:office@araso.co.jp


セミナーのご案内

デジタルソリューションセミナーのご案内
◼ 各セミナー定員：10名

“2040年の介護の未来” と

"2024年に目指す姿“

一般社団法人 全国介護事業者連盟
理事長 斉藤 正行 氏

労働基準法の改正にともなう勤怠管理とは？

～勤怠管理(建設業向け)セミナー～

今こそＳＤＧｓで企業価値を高めよう！

◼セミナー開催時間：11月25日（木）9:30～10:10

近年、メディアでも大きく取り上げられている「持続可能な開発目標(SDGs)」。
各省庁、自治体はもちろん、民間の取組みも本格化してきております。
リコージャパンでは、一昨年「SDGsを経営の中心に捉える」というトップメッセージ
により、 社内への浸透は加速度を増し、社員だけでなくお客様への提案活動のなかにも
SDGsを広げる動きが出てきています。このセミナーでは、SDGsの基本的なご説明と共に、
どのような手順で取り組むのかなどSDGsへの様々な取組みについてご紹介します。

未曾有の人材不足、自立支援の取り組み、アウトカム評価への対応等、
介護業界は前途多難に見えます。しかし今、これらを明るい未来への前哨戦と捉えるべく、
経営マインドの変革が必要と思います。今回は、自著「世界に誇れる日本の介護」を
ベースに、高齢化先進国として世界に問うべき日本式介護の未来像と、
そこへ向かうための通過点として、2024年度介護報酬改定に向けた我々事業者の
目指す姿についてお話しいたします。

建設業界では2024年4月より時間外労働の上限規制の猶予措置が廃止となり、
法律で残業時間の上限が定められます。
今回のセミナーでは、その改正内容の具体的な説明に加え、
対応したシステム「勤怠管理クラウド」のご紹介をさせていただきます。
また、システムを導入した際の具体的な運用例もご紹介させていただきますので、
是非今後の業務改善の為の情報収集の場としてご活用いただければと思います。

NNC株式会社
開発本部 開発統括部

統括部長 中村 和晴 氏

業務自動化ツール RPAの進化を探る！

～RPA活用手法～

ホワイトカラーの生産性向上、第4次産業革命の到来、
そして働き方改革に大きく寄与するソリューションと言われているRPA。
本セミナーでは、RPA導入に必要な要項や準備作業の手法の説明と
RPAのデモンストレーションをご覧頂きRPAの理解度を深めてもらう内容と
なっております。

株式会社オービックビジネスコンサルタント
営業本部 東日本営業部 関東支店

内田 充峻 氏

リコージャパン株式会社
新潟支社 ソリューション営業部

祝 義人 氏

◼セミナー開催時間：11月25日（木）11:00～11:40

◼セミナー開催時間：11月25日（木）13:00～13:50

◼セミナー開催時間：11月25日（木）14:30～15:10



セミナーのご案内

デジタルソリューションセミナーのご案内
◼ 各セミナー定員：10名

工場ネットワークの見直しからはじめる業務効率化

電子帳簿保存法にいかに対応するか？

～電子帳簿保存法セミナー～

EXCELマクロでどのようなことができるのか？
そんな疑問に答えるためのセミナーをご用意いたしました。
これからEXCELマクロを使い始めたい方向けの内容になっております。
本セミナーでは、EXCELマクロ作成手法の説明と実践デモンストレーションを
ご覧頂き、EXCELマクロの理解度を深めてもらう内容となっております。

株式会社トラステック
イノベーション事業部

山岸 洋介 氏

EXCELマクロ活用で業務の効率化を！

～EXCELマクロ活用手法～

株式会社オービックビジネスコンサルタント
営業本部 東日本営業部 関東支店

内田 充峻 氏

領収書や請求書を電子メールに添付する、あるいは、インターネットでダウンロード
する等の場合には、「電子取引」となり、令和4年1月より紙保存が認められなく
なります。すなわち、電子帳簿保存が強制され、最悪の場合、青色申告承認の
取消しになる可能性があります。まだ間に合いますので、一緒に勉強をしましょう。
本セミナー後半では、安心して電子帳簿保存法にご対応いただける
「勘定奉行クラウド」をご紹介いたします。

これからのものづくりにおいて、生産性向上や業務効率化を実現するためには
デジタル化が必須になってきます。 デジタルを活用した生産性向上や業務効率化を
目指すためには、工場内の無線LANネットワークが整備されていることが非常に
重要です。 では、これからの工場内無線LANネットワークはどう整備するのが
良いのか、その疑問にお答えいたします。

業務の見える化で仕事を効率化できる！

～業務の見える化にkintone～

サイボウズ株式会社
営業本部 リージョナル営業部 関越営業G

伊藤 梓 氏

メールや紙､エクセルで管理して属人化している情報や人が行う業務はこれからも残ります。
それらの情報をkintoneで一括管理することにより、業務の見える化を行い改善につなげて
効率化を仕事の効率化をはかっていく手法を説明いたします。
本セミナーでは、Kintoneアプリを使用して情報の共有・一元化の方法やどのような方法
で業務の見える化が行えるかのを説明いたします。

リコージャパン株式会社
ICT事業本部

インテグレーション統括本部
ソリューション企画室 池田 智貴 氏

◼セミナー開催時間：11月26日（金）9:30～10:15

◼セミナー開催時間：11月26日（金）11:00～11:40

◼セミナー開催時間：11月26日（金）13:30～14:10

◼セミナー開催時間：11月26日（金）15:00～15:30



セミナーでEXCEL活用の最適化を考える!

展示会で業務自動化ツールRPAを体験

NNC株式会社

セミナー・ソリューション展示相談会のご案内

NNC株式会社

セミナーで業務自動化ツール RPA活用を考える!

「RPA」は、データ入力や複数アプリケーション
の連携が必要な単純作業～構造化されていない
データ(売上予測・広告効果の分析処理) 等
さまざまなシーンで活用できます。

入力自動化 照会作業の自動化

人間の業務を補完・遂行するソフト
ウエアロボット(仮想知的労働者)

•「RPA」の概要を知る
•「RPA」で出来ること
•「RPA」の導入・運用方法を知る

概要 理解 検討

適用 設計 試作

運用 比較 改善

日常、皆さまはEXCELを使い業務を行っていると思います。
「データ再計算・再集計」等の “繰返し作業”を
「自動化」しませんか?

• データを元に複数のシートを自動作成する
• 月末にデータ処理を行い、報告シートを自動作成する
• 入力フォーム（ユーザーフォーム）でツール作成する
• 基幹業務システムへ取り込むために

テキストファイルの編集・変換をする

EXCEL マクロ・VBAの利用・活用をさぐる !

株式会社トラスティク

セミナー2019年11月開催時撮影

基幹業務
ソフト

基幹業務
ソフト



展示場で介護支援ツールの体験!

リコージャパン株式会社

セミナーで介護の将来像を聞く!

介護の根幹のしくみである、介護保険制度を

持続可能な仕組みにするための方策を提言。

誰もが安心できる超高齢化社会を実現するためには

安定して持続可能な介護現場を作ることが

欠かせない。

介護支援システム会社ワイズマン担当者が

サポートします。

ワイズマンの充実した連携ソリューション

訪問予定

利用者情報

支援ノート

計画書

訪問記録

訪問看護報告書

ワイズマン株式会社

セミナーで得た情報を現場で活かす!

介護の可能性を見据えて「日本の介護を
世界へ」のテーマに沿った内容

セミナー・ソリューション展示相談会のご案内

セミナー2019年11月開催時撮影



株式会社オービックビジネスコンサルタント

電子帳簿保存法 セミナーで内容把握・会場で見聞

株式会社オービックビジネスコンサルタント

労働基準法の改正 セミナーで内容把握・会場で見聞
労働時間の上限規制に一定期間の猶予が
与えられたのは医師、建設業等の業種です。

中小企業ではすでに施行されいますが、
建設業に対しては5年間の猶予が与えられ、
2024年4月から施行されることと
なりました。

建設業ではこれまで時間外労働を多く
要請してきた企業も、2024年4月からは
労働時間の上限規制を遵守しながら
労働させる必要が生じるのです。

システムを活用して、
負担なく実務が継続できる
仕組みをつくりましょう！

セミナーにて情報収集

セミナーで法改正への対応を聞く !

令和4年1月から改正電子帳簿保存法が施行されます。

デジタル化が進む中、電子取引は全ての企業に影響が

あるため、対応が必要となります。

改定では、すべての事業者は、原則として電子保存が

義務化。電子取引（PDFの請求書やWEBでダウンロード

した領収書など）の情報を紙に印刷して保管する等

代替え措置が廃止となります。セミナー2020年11月開催時撮影

セミナー・ソリューション展示相談会のご案内

セミナーで得た情報を業務で活かす！

来年改正される電子帳簿保存法対応」の
テーマに沿ったご提案



複合機とクラウドサービス

複合機による書類・図面の電子化・フォルダー管理

複合機によるFAXの電子化

【FAXクラウドへの保存が可能】

転送先は共有フォルダーやクラウド

サービスを選択。クラウドサービスに保存

することにより、外出先でも出張先でも

自宅でも、場所にとらわれない

タイムリーな対応が可能となります。

【書類・図面をコピー感覚で電子化が可能】

コピー感覚で紙書類の電子化を促進！

契約書や図面、注文書等の定型業務で

発生する紙文書の電子化を手軽に

実現できます。フォルダー階層がPCと

連動管理できます。

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社

複合機
＋

クラウド
↓

働く場所を
選ばない

↓
データを閲覧編集・送信

リコージャパン株式会社

セミナー2020年11月開催時撮影

ドキュメント電子化・展示相談会のご案内



貴社名
TEL：

ご住所

参加希望

セミナー

（参加セミナー
に〇をつけて

ください）

お名前

【お役職 】

部課名

お名前

【お役職 】

部課名

2021年11月25日、26日 セミナー・展示相談会 参加申込書

上記内容の利用につきましては、弊社の営業活動・サービス活動等の改善にご活用させていただきます。収集したこれらの個人情報は適切な安全対策のもと管理し、原則としてお客様の同意なく第三者へ開示・提供いたしません。

FAX 0254-43-2707

送信

荒惣 セミナー事務局

■お申し込み方法：必要事項をご記入いただき、下記のFAX番号までお申し込みをお願い致します。

◼ 会場：中条グランドホテル

2階 富士の間
胎内市東本町25-50

TEL：0254-43-6060

11月25日（木） 9:30～10:10  「今こそＳＤＧｓで企業価値を高めよう！」

11月25日（木）13:00～13:50   「“2040年の介護の未来”と"2024年に目指す姿“」

11月25日（木）14:30～15:10   「労働基準法の改正にともなう勤怠管理とは？!」

11月25日（木）11:00～11:40  「業務自動化ツール RPAの進化を探る！」

株式会社荒惣
TEL: 0254-43-2007  FAX: 0254-43-2707
Email: office@araso.co.jp URL: www.araso.co.jp

デジタルソリューション セミナー・展示相談会

11月26日（金）11:00～11:40  「EXCELマクロ活用で業務の効率化を！」

11月26日（金）15:00～15:30  「工場ネットワークの見直しからはじめる業務効率化」

11月26日（金）13:30～14:10  「電子帳簿保存法にいかに対応するか？」

11月26日（金） 9:30～10:15   「業務の見える化で仕事を効率化できる！」

11月25日 (木) 26日 (金)  両日とも9:00～17:00 ドキュメント電子化相談会

mailto:office@araso.co.jp
http://www.araso.co.jp/

