デジタルソリューション セミナー
セミナー・展示相談会の
・展示相談会のご案内
ご案内
“デジタル技術を何処に活用するのか？”
テレワークを可能にするツールとは?

デジタル化
推進

業務自動化ツール RPAの進化を探る！
ペーパレスファックスのシステム化!
会議変革 マイクロソフト Teams!
業務改善のプラットホーム サイボウズ!
スマートフォンの社内活用 実践事例!

テレワーク
環境

働き方
最適化
クラウド
活用

請求書デジタル化に必要な準備とは？
中小製造業のWeb活用とは?

“新しきを知り 今に繋ぎ 仕事に生かす”

コロナ災禍に伴い、官⺠揚げて業務のデジタル化、⽣産性の向上、環境への配慮な
ど、様々な課題への対応が迫られています。
本年の 『デジタルソリューション セミナー・展示相談会』 では、徹底的な感染症
対策を施し、貴社における「ITを活用した業務刷新」を支援すべく、ニューノーマル
時代の製品・サービスをご紹介いたします。

11月

日時：

18日

(水)

9:00〜17：00

1１月19日(木)

9:00〜17：00

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

仕事の最適化をめざすニューノーマル時代の取り組み
展示相談会で⾒聞

セミナー開催
• 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

展示相談会でのご提案
展示会でのご提案

• セミナーの「問題提起・解決」を
おこなう為のツールのご紹介

• 具体的な「運用益」が可能かの
ご相談・ご提案

• 最新のIT機器の展示と操作性を通
じて「実用性」を体験

• 機器の「導⼊費」「維持管理」
など詳しいご説明

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。

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のご案内
デジタルソリューションセミナーの
ご案内
セミナーのご案内

各セミナー定員：10名

セミナー開催時間：１１月１８日（水） ９:30〜10:10
複合機活用で実現する「リモートワーク」
〜複合機活⽤⼿法〜

サイオステクノロジー株式会社
展示会連動７ページ

【紙文書電子化化へのヒントに】
リモートワークを実施する上で課題となるのが紙文書です。
そこで再度注目されるのがペーパーレス、電⼦化です。
しかし、電⼦化に⼿間取り、なかなか進まない企業が多いのも現状です。
本セミナーでは、リモートワークに役⽴つ、効率の良いペーパーレス⼿法をご紹介します。

セミナー開催時間：1１月１8日（水） 11:00〜11:45
新たな価値創造を生む業務自動化の手法
〜RPA活⽤⼿法〜

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

前川 翔
展示会連動４ページ

【定型業務効率化へのヒントに】
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。

セミナー開催時間：1１月１８日（水） 13:30〜14:10

ファックス受注！もっと効率化しませんか？
〜ペーパレスファックスシステム〜
【テレワーク環境整備したいお客様へ】

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

加藤 麻由美
展示会連動７ページ

オフィスにおける紙文書の保管と電⼦化。
そして課題とされる「負荷の⾼い業務の効率化による働き方改革の実現」、「進化す
るICTへの適応とシステム基盤の整備」、「紙の削減」 を注文書ファクス処理業務全
体の効率化のご紹介とともにおこないます。

セミナー開催時間：１１月１８日（水） 14:30〜15:10
ニューノーマル時代の「オンライン型コミニケーショ手法！リコージャパン株式会社
〜マイクロソフト Teams他 Web会議〜

ICT事業本部 スクラム・EDW企画センター

須永 堅一

【非対⾯型でのコミュニケーションをいかに⾏なうか】
展示会連動５ページ
ビジネス コロナ災禍でビジネス環境・生活様式が一変しました。会社の会議はもち
ろん、取引先客や顧客との商談・在宅勤務者とのコミニケーションは企業にとって重
要となります。オンライン型のコミケーションツール活⽤した「ニューノーマル時代の働き
方をご紹介します。

デジタルソリューションセミナーのご案内
セミナーのご案内

各セミナー定員：10名

セミナー開催時間：１１月１9日（木） 9:30〜10:15
Kintoneで脱エクセル支援！
〜Kintoneの最大活⽤〜
【エクセルでお困りのお客様へ】

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
展示会連動

「Excelを複数で同時にデータ更新をしたい」 「Excelシートが壊れてデータを損失した」
「Excelと別管理の商品・顧客データも一元管理したい」 というお困り事はありませんか?
本セミナーでは、Kintoneを使⽤した情報の共有・一元化の方法や脱エクセル⼿法を
説明いたします。

セミナー開催時間：1１月１９日（木） 11:15〜11:55
スマートフォンを使ったリコージャパンの社内実践
〜スマートフォンの内線電話活⽤⼿法〜
【スマートフォン内線化したいお客様へ】

リコージャパン株式会社

ICT事業本部 ITC企画センター

中村 啓吾

リコージャパンではスマートフォンの内線電話の活⽤により
「どこでも」お客様や社員間の円滑なコミニュケーションを実現しました。
この実践事例で、今から出来るスマートフォンを活⽤した場所を選ばない「新しい働き方」
をご提案いたします。

セミナー開催時間：1１月19日（木）
はじめての請求書デジタル化に必要な準備とは？
〜請求書の電⼦化⼿法〜

【請求書電子化へのヒントに】

13:15〜14:00
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

小柴 佑亮 氏

テレワークとともにペーパーレス化が進んでいる中、請求書のペーパレス化や
クラウドでの請求業務代⾏サービスが提供され始まりました。
本セミナーでは、請求書を電⼦化の⾏うためにどのような準備が必要か、
また運⽤するにどのようなノウハウが必要かをご説明いたします。

セミナー開催時間：１１月１９日（木） 14:30〜15:10

リコージャパン株式会社

中小製造業がチャレンジすべきWeb活用とは?ICT事業本部 スクラム・EDW企画センター

吉村 枝⾥⼦
〜おりこうプログの活⽤〜
展示会連動６ページ
【ホームページを活用したいお客様へ】
本セミナーでは、Web活⽤により新規顧客開拓・製品PR・新規事業の⽴ち上げ・社員
採⽤まで様々な分野で成果を上げている企業の実践事例を交えながら活⽤方法をご
説明いたします。従来はお客様の企業紹介であったホームページを「Webマーケッティン
グツール」へ発展させ、販路拡大/売上拡大をめざしませんか?

ソリューションセミナー・展示相談会のご案内
ＲＰＡ活用/業務の自動化ソフトウェア 「UiPath」

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)

⼊⼒自動化

照会作業の自動化

「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)
さまざまなシーンで活用できます。

リコージャパン株式会社

RPA セミナーで内容把握

•
•
•
•

＊画像は昨年のセミナーの様子です

「RPA」の概要について
ＵｉＰａｔｈの基本操作
ＵｉＰａｔｈで出来ること
業務ﾌﾛｰにどのように対応するか？

本年は、「感染症対策」を取って対応します

リコージャパン株式会社

会場で⾒聞

給与支払い報告書
作成・印刷

経費精算の会計処理
データ加工

WEBからの営業用
テレマリスト作成

アクセス解析データ
レポート化

ソリューションセミナー・展示相談会のご案内
テレワークの推進

リコージャパン株式会社

セミナーで把握
【リコージャパンでの主な社内実践事例】
• なぜ「働き方改革」なのか
• 個の働き方とマネジメントスタイルの変革
（フレキシブルな⼈事制度の導入など）
• 働く環境の変革
（モバイル勤務/在宅勤務/オフィスの変革）
• コミュニケーションスタイル変革
（ITインフラの活⽤/会議の効率化）

＊画像は昨年のセミナーの様子です
本年は、「感染症対策」を取って対応します

リコージャパン株式会社

会場で⾒聞

【リコージャパンでの主な社内実践事例】
• テレワークのコミニケーションツール「Zoom」
も注目されているが、MicrosoftのTeams
も便利な機能が満載
• 主要な「音声会議」「メッセンジャー」といった
機能に加え「タスクの管理」「ファイルの共同管
理」などテレワークに役⽴つ便利な機能がそろ
っている。
• MicrosoftのTeamsの強みはWord Excel
PowerPointで作成したﾌｧｲﾙの共有編集が
容易に出来ることである。

セミナー・ソリューション展示相談会のご案内
Webの活用

すべてのお客様へホームページを中心とした
自社のPR活動してみませんか？

ﾏｰｹｯﾄ拡大

会社案内

新規顧客獲得
・商品やサービスを紹介したい
・店舗への集客数を増やしたい
・他の地域にも販路を拡大したい

企業価値の向上
・会社の認知度を上げたい
・信頼度や安心感をアップしたい
・事業内容を知ってもらいたい

求める人材の獲得
・求人申込の数を増やしたい
・社風にマッチした人材が欲しい
・若い人材を多く集めたい

株式会社ディーエスブランド

AIとホームページが融合 セミナーで把握
【AIによる⼊⼒補助機能】

• 画像内の文字をそのままコピー＆ペースト
できるよう、テキストに変換する入⼒補助
機能です。
• PDFや画像をアップロードすると、AIが画
像解析しテキスト化するため、抜粋したい
文章をエディターで打ち込む必要がなくな
ります。

株式会社ディーエスブランド

会場で⾒聞
【おりこうブログAIのカート機能】

• 作成〜出店〜運営まで専門知識は一
切不要です。運営コストの⾯でも、出
店⼿数料や売上⼿数料もかからないの
で、⼿軽にネットショップを始められます。
• お⼿持ちの印刷物や印刷⽤データが有
効利⽤できるので⼿間もかからず非常
に経済的です。

12月18日まで延長

ドキュメント電子化 展示相談会のご案内
複合機によるファックスの電子化
【ファックス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

リコージャパン株式会社
複合機による書類・図⾯の電子化・フォルダー管理

【書類・図⾯をｺﾋﾟ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
併せてフォルダーの階層がPCと連動管理できます。

リコージャパン株式会社
複合機とクラウドサービス
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

デジタルソリューション セミナー・展示相談会
2020年11月18日、19日 セミナー・展示相談会 参加申込書
■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お願い致します。
荒惣 セミナー事務局

株式会社

送信

荒惣

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

FAX 0254-43-2707
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

貴社名

TEL：

ご住所

11月18日（水） 9:30〜10:15 「複合機活用で実現する「リモートワーク」
11月18日（水）11:00〜11:45 「新たな価値を生む業務の自動化」

参加希望セミナー
（参加セミナーに
〇をつけてくださ
い）

11月18日（水）13:30〜14:10

「Fax受注！もっと効率化しませんか?」

11月18日（水）14:30〜15:10

「ﾆｭｰﾉｰﾏﾙ型ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ手法!」

11月19日（木） 9:30〜10:15

「Ｋｉｎｔｏｎｅで脱エクセル支援！」

11月19日（木）11:15〜11:55 「スマートフォンを使ったリコージャパンの社内実践」
11月19日（木）13:15〜14:00 「はじめての請求書デジタル化に必要な準備とは」
11月19日（木）14:30〜15:10 「中小製造業がチャレンジすべきWeb活用とは?」
11月18日(水)

11月19日

両日とも9:00〜17:00

お名前

ドキュメント電子化相談会

部課名
【お役職

】

お名前

部課名
【お役職

】

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。

