201４
201４年

６月

２４日
２４日（火）

日 程
開催時間

１０：
１０：０0 ～ １８：
１８：００

名古屋ルーセントタワー
名古屋ルーセントタワー１０
ルーセントタワー１０Ｆ
１０Ｆ
会 場
名古屋市西区牛島町６
名古屋市西区牛島町６番１号 TEL（
TEL（052）
052）527527-6853
JR名古屋駅
受付 １０Ｆ
JR名古屋駅から
名古屋駅から徒歩
から徒歩５
徒歩５分
１０Ｆショールーム
リコージャパン

リコージャパン株式会社
リコージャパン株式会社
主 催

中部事業本部 愛知支社
愛知ソリューション
愛知ソリューション営業部
ソリューション営業部
BPソリューショングループ
BPソリューショングループ
業種業務ソリューショングループ
業種業務ソリューショングループ
名古屋市西区牛島町６番１号
名古屋ルーセントタワー １０F
TEL(052)527-6853
JR名古屋駅より徒歩5分 受付１０Ｆ
※専用駐車場はありませんので
公共交通機関でのご来場をお願い致します
担当：

ショールーム

参 加 無 料

201４
201４年６月２４日
２４日（火）
申 込 制
日 時

会 場

＜一部＞
一部＞10:30～
10:30～12:00 （受付開始 10:00）
10:00）
＜二部＞
二部＞13:30～
13:30～15:00 （受付開始 13:00）
13:00）
＜三部＞
三部＞15:30～
15:30～17:00 （受付開始 15:00）
15:00）

名古屋ルーセントタワー１０Ｆ Ｒ会議室
TEL：（052）527-6853

名古屋市⻄区⽜島町６番１号

■企業の
企業の税務対策
一部
講 師：谷川 治 氏 (谷川税理士事務所代表)
谷川税理士事務所代表)
１0:30
｜

12:00
定員20名
名

～税の軽減・節税に活用できる取扱い及び、最新の有利な選択肢～
消費税が8%にアップした現在、デフレ脱却・経済再生に向けてのさまざまな
消費税が にアップした現在、デフレ脱却・経済再生に向けてのさまざまな
処置が講じられておりますが、その中でも平成26年度の主な改正事項
処置が講じられておりますが、その中でも平成 年度の主な改正事項(減税
年度の主な改正事項 減税
を中心に)及び、税の軽減に活用できる主な項目について、税理士が詳細に
を中心に 及び、税の軽減に活用できる主な項目について、税理士が詳細に
解説致します。

■様々な業種、ご利用シーンへハンディをご提案致します
二部

13:30
｜

15:00

講 師：株式会社 インターメディア・プランニング
百田 好秀 氏

物販はもとより製造、卸、医療現場等様々な場所でハンディターミナルが活躍し
ます。
今回は実機を用意しておりますので、この機会に是非体感願います。
現状の業務改善をご検討の方も是非ご活用下さい。

定員10
定員10名
10名

三部

15:30
｜

■近年の
近年の労務問題と
労務問題と、その解決方法
その解決方法 セミナー （１時間）
時間）
■社員証作成体験会（
社員証作成体験会（３０分
３０分）
講 師：クロノス 株式会社 向 功太郎 氏
■近年の労務問題と、その解決方法 セミナー
ワークライフバランスを考えた労務管理方法と、近年の労務リスクや労基問題
から会社を守る就業管理方法についてご説明いたします。
また、今年度の「職場意識改善助成金」において、対象となる就業管理システムについ
てご説明いたします。
■社員証をお手持ちのプリンターで簡単で安価に作成

17:00
定員１
定員１0名

「簡単！IDプリント」体験会!!
社員証を作成したくても、印刷業者に発注をすると、高額となる・・・
入社⇒社員証作成依頼⇒納期までに1週間かかる等、時間もかかってしまう・・・
「簡単！IDプリント」でお悩みを解決できます。
自社で簡単に社員証のデザインが作成出来、お持ちのインクジェットプリンターで
キレイに社員証の作成が出来ます。（写真や会社ロゴ等も入れられます）
実際にカードを作成するまでの体験をして頂くことが出来ます。

■お申し込み方法(
方法(誠に勝手ながら参加定員になり次第締め切らせていただきます。)
誠に勝手ながら参加定員になり次第締め切らせていただきます。)
■記載の商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。
お申し込みにつきましては、別途用紙にご記入頂き、FAX又は弊社営業に手渡しにてお申込をお願い致します。

■基幹業務ソフト （会計・人事給与・販売仕入管理）
ソリューション

PCA
会計X・給与X・商魂X・商管X

OBC
勘定奉行i8・給与奉行i8・
商奉行i8・蔵奉行i8

応研
大蔵大臣NX・給与大臣NX・販売大臣NX

OSK
SMILE BS２ 会計・人事給与・販売

内

容

より使いやすく進化した、「Xシリーズ」で、快適な
業務環境を実現。８％対応版から新たに様々な機能も
付き、さらに使いやすくなりました。それぞれのソフ
トが連動し、データの共有ができるので、二重入力な
どの面倒もありません。どなたでも簡単にご使用いた
だけます。関連ソリューションソフトも多数あります。
是非この機会に日頃の業務内容の見直しを!!

「奉行i8シリーズ」はWindows8に完全対応するこ
とで業務効率化や生産性の向上、情報活用の可能性を
お客様に提供しています。支持いただいている操作性
や機能性、拡張性はそのままに、更なる可能性を実現
させます。面倒な集計作業もラクに捗ります。
保守サービスもさらに充実しました。
また５月1日より 「奉行Ｊシリーズ」が新たにリリー
スされました。是非この機会に体験下さい。

一般・特定業種向け財務会計、販売管理、人事・給与・
、顧客管理といった、目的や用途に応じた製品を揃え、
基幹業務の効率化を実現する、
“使いやすく、分かりやすい”システムを提供。中でも、
販売、顧客管理システムにおいては、様々な業種に合わ
せたテンプレートを提供することで、あらゆる業種に
ジャストフィットを実現、多くの業種に導入実績をもち
ます。是非導入事例をご覧ください。

更なる進化を遂げたSMILE BS 2nd Editionには、
長年の業務ソフトウェア開発から生まれたSMILE BS
シリーズの多彩な機能を搭載。Windows8が提供す
るタッチパネルにも対応し、さまざまな情報を直感的
に収集できます。伝票上に画像を連携できるので、
効率的な管理が実現します。基幹系・情報系のシステ
ムの面から企業活動全般にわたるサポートを実現しま
す。さまざまなオプションソフトで現状の業務を改善
します。

当日は
当日は、各ソフト会社
ソフト会社が
会社が ブースで皆様
ブースで皆様のご
皆様のご来場
のご来場をお
来場をお待
をお待ちしております。
ちしております。
日頃の
日頃の問題点や
問題点や、業務改善、
業務改善、コスト削減
コスト削減をお
削減をお考
をお考えの会社様
えの会社様は
会社様は是非気軽に
是非気軽に
お声掛け
声掛け下さい。
さい。

■勤怠・就業・労務・シフト管理 ソリューション
ソリューション

勤怠・就業管理

＊クロノス株式会社
クロノス株式会社

労務・就業管理

＊日通システム
日通システム株式会社
システム株式会社

RICOH 複合機連携
入力支援システム
入力支援システム
＊株式会社 複合研ディーエル
複合研ディーエル

シフト作成
シフト作成ｼｽﾃﾑ
作成ｼｽﾃﾑ
＊株式会社 NTT
NTTﾃﾞｰﾀ
ﾃﾞｰﾀ
ｾｷｽｲｼｽﾃﾑｽﾞ

内容
必要な機能をギュッと集約した就業
管理ソフトウェアとコンパクトなタ
イムレコーダーを一つにまとめたオ
ールインワン 就業管理パッケージ
や、高機能タイムレコーダーなどを
ご提案致します。
また、ＩＤカードや社員証の作成ま
で行います。

「勤次郎Enterprise」は、全面Ｗｅｂ
運用が可能な『就業・人事・給与』の
統合データベースにより、業務の合理
化・スピード化を図り、的確な人員配
置、生産性向上データの出力など、戦
略的な人材マネジメントをサポートい
たします。お客様の運用に合ったシス
テム構築のご提案サポートします。

OCR技術をベースに入力業務を合理
化します。 今までキーボードで入力
していた、いろいろな分野のアプリ
ケーションソフトと組み合わせてご
利用いただけます。認識データハン
ドリングソフト「スーパーコレクト
」が、 変換されたデータをさまざま
なチェック機能でアシストして、一
瞬で間違いや矛盾を見つけ出してお
知らせします。

＊使いやすさを極めた勤務表自動作
成ソフト「快決！シフト君」
＊勤務表の見える化をサポートして
くれる「快決！シフト君W」
モバイルでいつでもシフト確認や申
請が可能なサービスも新しく加わり
ました。

用途
就業管理にそんなに投資をする予定
はないが、毎月の時間計算は面倒。
労働基準法も遵守しなくては・・・
とお考えの会社様へは、お手軽価格
の就業管理パックがあります。また
あらゆるシチュエーションへの対応
を可能にしたタイムレコーダーもあ
ります。

勤務状況がリアルタイムに確認・把
握握できていない、社員の健康状態
や有給取得まで管理が届かない…
などのお困りごとを一気に解決しま
す。勤怠・就業・労務まで一括で管
理できます。タイムレコーダー・給
与ｿﾌﾄとの連動や携帯端末からの打刻
も可能です。

正確さが要求される経理伝票、連日
数百枚にも達する注文書、締切後に
集中する派遣社員の出勤簿入力など
、大量の伝票も一気に読み取り、 あ
っという間にデータ化します。人手
のかかる入力業務を改善し、入力作
業全体のスループット時間を大幅に
短縮できます。

様々なパターンのある細かな勤怠体
形に対応し、面倒なシフト作成を自
動で作成してくれます。ムリ・ムダ
の無いシフトで法令や条件違反も無
い、社員に優しいシフト作成をしま
せんか。さらに、モバイルサービス
でいつでもどこでもシフトの確認・
申請が出来るようになりました。

■基幹システム連携ソリューション
（在庫管理・ＣＴＩ顧客管理・手形管理）
ソリューション

内容

在庫管理・
在庫管理・入手出庫管理

商品の棚卸・入出庫・受発注の管理
をバーコードでらくらくスピーディ
に!!

ハンディターミナル
ソリューション
＊株式会社 ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｱ･
ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

用途

卸売・小売業、倉庫業、製造業、
運輸業などで効果を発揮。
「在庫管理を手書きで行っており
、作業に手間がかかる。」、「営
業マンが納品作業と売上管理に時
間をとられている。」という問題
を解決します。

＊応研 株式会社

CTI 顧客管理システム
顧客管理システム
＊株式会社 OSK

手形管理
『手形の
手形の達人』
達人』
＊ﾕﾆｵﾝｿﾌﾄ 株式会社

顧客コミュニケーションの品質向上
を、CTI導入による的確な顧客対応
で実現します。
電話とコンピュータを連携して利用
する技術（CTI）。電話番号の情報
をキーにした顧客管理システムで、
電話を受けると自動で検索され対応
者のPC画面に顧客情報や過去の対
応履歴が出力されます。

電子債権の達人、電子手形の達人、
手形の達人、資金管理の達人など
管理はお任せ下さい。
手形の管理に関する情報をいち早く
お届けします。
是非ブースへお立ち寄り下さい。

＊株式会社 レボ・シェア

ＰＣＡ・
ＰＣＡ・ＯＢＣ
手形管理 オプション

＊PCA・
PCA・OBC ﾌﾞｰｽへお越
ﾌﾞｰｽへお越しください

■OBC勘定奉行
OBC勘定奉行 ｉ８ オプション
複数の金銭債権の一元管理を実現す
る「電債・受取手形管理オプション
」「電債・支払手形管理オプション
」を会計システム「勘定奉行」のオ
プション製品として、平成26年5月
15日より販売!!
■PCA会計Xオプション
手形の発行から決済まで、受取手形
の取立、割引、裏書、決済など手形
取引をらくらく一元管理。
PCA会計Xのオプションとして、手
形管理業務を強力支援！

コールセンターにはもちろん、どの
ような業種でも使用可能です。
スムーズな対応でお客様の信頼を得
ます。販売システムとの連携で、販
売履歴を素早く参照。得意先毎に販
売単価が違ってもスムーズに対応が
できます。営業フォローが不十分で
売上に結びついていない場合など
プッシュ型の営業活動をサポートし
ます。
電子債権、電子手形、資金管理など
何でもご相談下さい。
管理方法を一度是非ご確認下さい。
電子手形の達人 でんさいネット版は
でんさいネット・電子手形・紙の手
形・ファクタリング・期日現金の５
つの支払い方法に対応できるオール
インソフトです。

OBC勘定奉行 ｉ８
ＰＣＡ会計X
ご使用ユーザー様
また手形管理についてシステム化を
検討されている会社様
是非一度ご覧下さい。

■ホームページ・ＰＯＤ （Print On Demand）
Demand）
ソリューション

ホームページ作成
ホームページ作成
『おりこうブログCS
おりこうブログCS』
CS』

＊株式会社 ディーエスブランド

ホームページ
「B to B」
B」 Web受注
Web受注システム
受注システム
『Ｓａｌｅｓ４８
Ｓａｌｅｓ４８
（セールス・フォー・アンド・エイト）
セールス・フォー・アンド・エイト） 』

＊株式会社 システムリサーチ
株式会社 レボ・シェア

社内印刷物 内作化
ＰＯＰ作成
ＰＯＰ作成など
作成など
＊RICOH
ＰＯＤ（Print
ＰＯＤ（Print On Demand）
Demand）

内容

用途

“シンプルな操作性”、直感的な
「見たまま編集機能」により、ホー
ムページ作成から運営までどなた様
でも手間なく簡単に行えます。また
モバイルサイトも同時に作成ができ
、“お客様への接触機会の拡大”に
貢献します。

付属の『簡易パンフレット作成ツール』
ではホームページ作成と同様のシンプル
な操作で、２次元バーコード入りの“会
社案内”や“パンフレット”が作成可能です
。複合機で必要な数だけプリントし配布
することで、紙媒体からスマートフォン
サイト、携帯サイトへの誘導がおこなえ
、ネットとリアル、２つのチャンネルを
分けることなく効果的な展開が行えます
。

・B to Bに特化した受注サイトを
簡単に開始
・最新の「在庫情報」「お知らせ」
等を更新
・パッケージ提供により導入コスト
が安価
・ネットマーケティングの仕組みを
完全網羅
・現状の基幹システムと連携が可能

企業間受注システムには欠かせない
機能（お見積機能・会員別価格設定
・等々）が全て入った受注サイトを
簡単に開始する事ができます。
インターネットを利用した、システ
ムですので、24時間365日注文を受
ける事が可能になり、更にはパソコ
ンだけではなく、多様なデバイスに
も対応出来る為、販売機会が格段に
拡大し売上UPが期待できます。

店頭POP、商品チラシ、プライス
カードの作成から、名刺作成まで、
社内で行いコスト削減を目指します。
小ロットの商品が多い場合などは、
商品チラシ、POP、プライスカー
ドなどの販促ツールも必然的に小
ロットになり、社内で作成すること
により、コスト削減のご提案を致し
ます。

タイムリーで訴求力のあるチラシ
を作りたいが、外注印刷を頼むと
制作期間がかかり、少部数の場合
は、コストが高くなることが考え
られる。結果、鮮度の高い情報を
載せられない。そんなお客様の課
題を解決致します。

※展示の内容などは一部変更になる場合がございます。

RICOH JAPAN 基幹システムフェア＆相談会

■来場/セミナー 申し込み用紙
<２０１４年６月２４日（火）開催>
>

FAX：
FAX： ０５２－
０５２－５２７－
５２７－６８５４
リコーｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 愛知ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 業種業務ソリューショングループ 担当：小林・來本 宛
セミナー受講を希望される方は、こちらにご記入の上
FAXにてお申し込み下さい。来場のみの方もご記入・お申込をお願い致します。
↓参加を希望される内容の左枠に｢レ｣チェックを入れて下さい。
チェック

内容

□

一部 10：30-12：00 ■企業の税務対策

□

二部 13：30-15：00 ■ 様々な
様々 な 業種、
業種 、 ご 利用シーンへハンデ
利用 シーンへハンデ ィをご提案致
ィをご 提案致します
提案致 します

□

三部 15：30-17：00

□

■近年の労務問題と、その解決方法セミナー（１時間）
■社員証作成体験会（30分）
来場のみ

お客様会社名
ご担当者様名

ご連絡先

TEL：
Mail：

FAX：

ご販売店名
弊社担当SA

お困りごとや
ご興味のある点を
お聞かせ下さい。
チェックを
入れて下さい

全体の見直しによる経費削減
その他消費税率増税対応について
ソフト会社のサポート内容
現状の業務に於いて、もっと効率の良い運用方法があれば知りたい
勤怠・就業・労務・人事管理について
その他（ご自由にお書き下さい）
（

）

本セミナーおよび個別相談は先着順にて受付し、定員になり次第締め切らせて頂きます。また、ご希望時間に添えない場合も
ございます。その場合、調整の上、改めてご連絡致します。（複数名でのご参加の場合は、複写してご使用
複数名でのご参加の場合は、複写してご使用下さい
ございます。その場合、調整の上、改めてご連絡致します。（
複数名でのご参加の場合は、複写してご使用下さい。）
下さい。）

※ 個人情報の取り扱いについて、下記内容にご同意の上お申し込みください。

1．本セミナーのお申込書等で収集しました情報につきましては「リコーグループ個人情報取扱い規定」に従い、無断で 第三への提供
は致しません。 利⽤範囲はリコーグループ内および当イベント共催・協賛会社に限定致します。
リコージャパン㈱の個人情報保護基本方針は、http://www.ricoh-japan.co.jp/privacy/ をご覧ください。
2．ご記入いただいた情報は、当イベントの実施運営、ＰＣ、ソフトウェア、事務⽤品等、他社ブランドで販売する仕入商品を含む販売
及びサービス事業における、 商品及びサービスの情報提供に利⽤させていただきます。
3．お客様ご自身の個人情報に関するお問い合わせがございましたら下記窓口までご連絡下さい。
株式会社リコー お客様相談センター／ＴＥＬ：050-3786-3999
この番号をご利⽤いただけない場合は、03-4330-0368 をご利⽤ください。
（平⽇（⽉〜⾦）９時〜１２時、１３時〜１７時（⼟⽇、祝祭⽇、弊社休業⽇を除く）)

※当⽇は「セミナー受講票」とお名刺をお持ち頂きますようお願いいたします。

