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－ IT活用によるワークスタイル改革
－
日
時

9：30～17：00

会場

シーイーシー新潟情報サービス株式会社
新潟市中央区鐙2丁目10番6号

小さな変化が仕事のスタイルを大きく変える。
日
時

７月７日

金

入場無料

9:30－17:00
シーイーシー新潟情報サービス株式会社

会
場

新潟市中央区鐙2丁目10番6号
TEL. 025-243-5101

※社屋前の駐車場をご利用下さい。

特別セミナー
『ワークライフ変革』
村山 敏夫 氏
新潟大学教育学部 准教授
新潟大学工学部 准教授
多数のメディアで活躍。新潟県の予防
医療の先駆的役割を果たしている。
≪予防医療での実績≫
・新潟大学×新潟県警「交通安全プロジェクト」
・地域創生プロジェクト
・メタボリックシンドローム改善プログラム 等

『自分らしい働き方って？』
佐藤 智香子 氏

料理教室「waioli kitchen」主宰
野菜ソムリエPro.・フードアナリスト
ラジオパーソナリティと料理研究家の
顔を併せ持つ。
FM PORT「four seasons」(月～木・
13時～)のナビゲーター。テレビ新潟「新潟一番
夕方レシピ」月曜日、雑誌 月刊新潟Komachi
「komachi kitchen」「３６５日おにぎり」連載中 他

事前お申込みは裏面をご覧ください。

▼

セミナー

会場

時間

定員になり次第締め切りとさせていただきます。
お早目にお申込みください。

セミナー内容

特別セミナー『ワークライフ変革』
－スキルアップのための行動変容－
10:15
11:15

新潟大学教育学部 准教授 村山 敏夫 氏
我々を取り巻くあらゆる現象を自然の一様性の原理から捉えれば、実はデタラメに見える事象も
何らかの関連性を持っていることになります。だからこそどんなことにも意味があると考えて
います。ひとつの物事に集中できる脳、広く物事を捉えられる脳、ひらめく考える脳、ここでは
「考える」ことに焦点を当てながら自分らしさを表現するスキルアップを磨くための時間を共有
していきたいと思います。
特に、我々が取り組む健康づくりを中心に地域創生についての話題提供をできればと思います。

特別セミナー『自分らしい働き方って？』

２
階
会
議
室

13:30
14:30

16:00

テレビ、ラジオ、雑誌でレギュラーを持ち、料理教室「waioli kitchen（ワイオリキッチン）」
主宰でフリーアナウンサーの佐藤 智香子 氏による特別セミナー。
なぜ忙しくても輝いていられるのか？数々のご活躍の中で見つけた「自分らしい働き方」を
お伺いし、これからのワークライフのヒントを見つけませんか。

今後、勤怠管理は今まで以上に正しく管理されることが求められます。本セミナーでは、
「勤怠管理サービス」を使って、残業時間の計算はもちろん勤怠管理で課題となる部分の解決
方法を具体例を交えてご説明いたします。

16:00

▼
会場

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー

定員 40 名

株式会社オービックビジネスコンサルタント 関東営業所 リーダー 福嶋 広大 氏

労務管理システム導入に役立つ助成金の活用
16:30

定員 40 名

FM PORT ナビゲーター 佐藤 智香子 氏

「働き方改革」は社内の勤怠管理の見直しから
15:00

定員 40 名

定員 40 名

シーイーシー新潟情報サービス株式会社 企業システム営業課 課長 山岸 学
電通の労災認定問題や監督署の過重労働解消キャンペーンなど労働環境の改善が注目されて
います。労働時間の削減など労務管理を対象とした助成金をご紹介します。システム導入の
ご参考にして下さい。

データセンター
見学会
No.

定員になり次第締め切りとさせていただきます。
お早目にお申込みください。

見学スケジュール

１

11:25

11:55

定員 10 名

２

16:15

16:45

定員 10 名

見学会内容
国内トップクラスのファシリティを完備したデータ
センターを是非ご覧ください。
(免震対応、セキュリティ強化、充実したファシリティ)
お客様の大切なデータ、機器を災害リスクから守り、
BCP(事業継続)をサポートします。
※開始5分前に展示会場隣のリフレッシュルームに
お集まり下さい。

▼

展示物

さまざまな業種・業態のお客様に合わせた展示・ソリューションをご用意して
おります。

クラウド型 勤怠管理サービス

顔認証システム導入セット、簡易サイネージ対応モニタ

(株)オービックビジネスコンサルタント
打刻・勤怠申請などの勤怠管理と就業管理を同時に実現し、業務コ
ストの削減とマネジメント強化を提供するサービスです。

LogRevi
(株)インテック
労働時間の適正な把握は企業の責務です！勤怠システムに登録した
「勤務時間」と入退室システム等に記録された「在社時間」の乖離
チェック・レポート作成。

SKYSEA Client View
Sky(株)
『情報漏洩対策』+『IT資産運用』をお手伝いする「SKYSEA
Client View」 をご紹介します。「SKYSEA Client View」は労務
管理もご支援します。

ハードディスク暗号化ソフト
キヤノンマーケティングジャパン(株)
「変化する働き方に合わせたセキュリティ対策」ESETセキュリティ
ソフトウェア シリーズの新ラインアップとして、ハードディスク
暗号化ソフト「DESlock Plus Pro」をご紹介します。

生産性向上と働き方改革を実現するＢＩ製品のご紹介
ウイングアーク1st (株)
情報活用ダッシュボード「MotionBoard」は、様々なデータを価
値ある情報に変える豊かな表現力と高度な分析機能で、多くのお客
様の生産性向上と働き方改革をサポートします。

MOS(Mobile Ordering System)

日本電気(株)
【簡易サイネージ対応(サイネージ内蔵モデル)】新型48インチモニタ
【MultiPresenterStick】 さまざまな端末が簡単に接続、表示
【顔認証システム導入セット】を利用した入退管理
【NIAS】ファイルサーバの整理から新しい運用に

オフィスコスト削減のご提案
富士ゼロックス新潟(株)
DocuWorks業務ソリューションをご紹介します。見積依頼受付業
務やファックス受注業務、契約書の管理など様々な身近なシーンの
業務を支援いたします。

インクジェット複合機のご紹介
EPSON販売(株)
省エネ&低コストを実現したラインヘッドのインクジェット複合機
を新発売。クラウドサービスとの連携などさまざまな活用法をご提
案します。

Web/URLフィルタリングソフト「InterSafe WebFilter」
アルプスシステムインテグレーション(株)
13年連続マーケットシェアNo.1の「InterSafe WebFilter」は、
URLデータベースに基づいてクライアントPCのWebアクセスをコ
ントロールする法人向け国産フィルタリングソフトです。

LED照明を活用した照明制御システムのご提案
東芝テック(株)
タブレットと専用LED照明を活用した、信号線レスでの「調光制御
システムによる省電力化」をご紹介します。

IoTパッケージシステム

(株)アクロスソリューションズ
毎日の受注業務に時間と経費がかかり過ぎていませんか？クラウド
環境を利用した業務用Web受発注システムパッケージです。

おもてなし電話 シンカCTI
(株)シエルシステム
クラウド型サービスを利用した、電話業務の効率化・高品質化を実
現するCTIサービスをご紹介します。

介護施設向けロボット他
中越クリーンサービス(株)
介護や重筋作業の現場で動作をアシストする「マッスルスーツ」、
アザラシ型メンタルロボット「パロ」、高指向性スピーカー「コ
ミューン」。世界30カ国で活躍中のパロ。アニマルセラピーの特
徴である心理的効果・生理的効果が期待されています。

ARCHICAD20
グラフィソフトジャパン(株)
BIM（ビルディング・インフォメーション・モデリング）対応の建
築専用ソフト。企画から基本設計・実施設計まで対応できる業界を
代表するソフトです。VRもご体験頂けます。

映像で見る・残す・守る！
(株)ドッドウエル ビー・エム・エス
カメラの利用方法は「犯罪抑止」だけではありません。実機を交え
て活用事例をご紹介します。

IPv6サービス
シーイーシー新潟情報サービス(株)
NGN網内でダイレクト通信、インターネット網を経由するIPv4に
比べ通信速度の高速化を図れる「IPv6」を利用してVPNを効率化。
専任管理者不要のIPv6VPNの構築・運用 管理サービスをご紹介し
ます。

「Armadillo-IoT」ゲートウェイ等を利用した地域の児童や高齢者
の位置情報をGPS、ビーコン等の技術で見守るIoTパッケージシス
テム。トランクルームや会議室にセンサー（温湿度・人感・ドア開
閉）を設置し、データをクラウドで活用できるIoTパッケージをご
紹介します。

世界No.1の営業支援アプリケーションSalesforce
(株)ジェイ・エス・エス
勘・根性・経験に依存した営業からの脱却！
Salesforceによる営業のワークスタイル変革で一歩先行く顧客管理
を実現！！

NetOffice AD
シーイーシー新潟情報サービス(株)
NEC-NETグループ共同開発のクラウド型グループウェア。
多彩な機能で社内コミュニケーションの活性化を実現。

スマブツ+Navinity販売
シーイーシー新潟情報サービス(株)
物流管理システム、販売管理システム お客様の業務・ご要望に
沿ったオンリーワンシステムを実現します。

配達業務ソリューション

ルートマン
シーイーシー新潟情報サービス(株)

モバイル＆クラウドで配達業務が変わる！
速く 正しく 楽しく配達業務ソリューション『ルートマン』。

電脳工場
シーイーシー新潟情報サービス(株)
販売開始から２０年の歴史と1,300本を超える導入実績が実力を実証
する生産管理システムです。ものづくり情報を総合的に管理し、工
場経営を強力に支援します。幅広い業種・業態に対応しております。

ＦＡＸ専用お申込み用紙

お申込み期限 6月 30日（金）

必要事項にチェック、ご記入の上、下記ＦＡＸ番号にお送りください。受付完了のご案内をメールにてお送りいたします。

展示会にのみ参加します。
セミナーに参加します。
データセンター見学会に参加します。
セミナー
10：15～11：15
特別セミナー『ワークライフ変革』
新潟大学教育学部

准教授

データセンター見学会
村山 敏夫 氏

11：25 ～ 11：55

13：30～14：30
特別セミナー『自分らしい働き方って？』
FM PORT ナビゲーター

16：15 ～ 16：45

佐藤 智香子 氏

15：00～16：00
「働き方改革」は社内の勤怠管理の見直しから
株式会社オービックビジネスコンサルタント 福嶋 広大 氏

16：00～16：30
労務管理システム導入に役立つ助成金の活用

セミナー 各回40名、データセンター見学会
各回10名の定員となっており、定員になり次第
締め切りとさせていただきます。
是非、お早目にお申込みください。

シーイーシー新潟情報サービス株式会社 山岸 学

■個人情報の取扱いについて■
事業者名： シーイーシー新潟情報サービス株式会社
個人情報保護管理者： 管理部門担当専務取締役 （連絡先）TEL：025-243-5101 mail：info@cec-nis.co.jp
利用目的： 本フェアに関するお客様へのご連絡及び開催運営に利用させて頂きます。
第三者提供： お預かりした個人情報の第三者提供はありません。
委託： 利用目的の範囲内で業務を行うために、個人情報の取り扱いを委託する場合があります。
個人情報の任意性： 個人情報をご提供いただけない場合は、本フェアにご参加頂けない場合があります。
個人情報に関するお問い合わせ先： 苦情及び相談、利用目的の通知、開示、削除、訂正、利用停止等の必要が生じた場合には、お客様
ご本人から管理部門担当宛に申請書と必要書類を添付の上、郵送にてお送り頂くことにより適宜対応させて頂きます。
詳細につきましては、弊社ホームページ「個人情報保護方針」 http://www.cec-nis.co.jp/company/kojin.html をご覧下さい。
個人情報の同意: 上記の「個人情報の取扱いについて」をご一読後、同意するにチェックをお願い致します。

□ 同意する

(※)は記載必須項目になります。

貴社名(※)

部署名

役職名

ご氏名(※)

ご住所
TEL(※)

Email(※)

ＦＡＸ ０２５－２４４－５９２９
お問い合わせ

シーイーシー新潟情報サービス株式会社
TEL 025-243-5105

受付時間 9:00 ～ 17:00 (土・日・祝を除く)

