働き方改革を
カタチに！

日 時：2018年

11月13日tue・14日wed
10:00 ～ 18:00（17:30受付終了）

場 所：グランフロント大阪 北館B2F ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター
リコージャパン株式会社

・

株式会社リコー

・

リコージャパンビジネスパートナー

働き方改革をカタチに！

リコージャパンでは、働き方改革や経営から業務課題に対する様々な取り組みにチャレンジしております。
Value Presentation 2018では、私たちが自ら取り組んできた課題改善活動を社内実践事例としてご紹介い
たします。
また、様々な取り組みを通じて得られた成功から失敗に至るまでの事例、そしてそれらのプロセスやノウハウまで、
具体的な内容としてお客様にご提案させていただきます。

ごあいさつ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたびValue Presentation 2018を開催する運びとなり、
ご案内申し上げます。
Value Presentationの開催は13回を数えることとなります。

代表取締役 社長執行役員

坂主 智弘

毎年、各企業が取り組む課題解決のヒントとなるソリューションを

ご案内しておりますが、今回の開催テーマは「働き方改革をカタチに！」といたしました。

私たちリコーグループが、はたらく一人ひとりの“ワークライフ”の充実に向けて
チャレンジしている社内実践事例をベースに、最先端のICTやAI・IoTを駆使した
事例展示やセミナーをご用意いたしております。
また、様々な分野の第一線でご活躍されている方々から、お取り組みの要諦を
ご披露頂くセミナーもご案内いたします。

是非、この機会にValue Presentation 2018にお越しいただき、
お客様の課題解決の姿を、より具体的な“カタチ”として実感・体感の上、
お持ち帰りいただければ幸いです。
皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。
敬具

エグゼクティブセミナー

事前予約制

場所：E会場

経営課題を解決した改革の実践者、業界を牽引する各分野の第一人者より、経営層の方に向けて、企業経営
のヒントとなる事例やノウハウをご紹介いたします。
また、女性活躍推進が取り沙汰されて久しいですが、女性ならではのワークライフバランスについてご紹介いたします。

11月13日(火)
10:30-12:00

1-E-1

ダンロップ・ゼクシオ・スリクソン

住友ゴム工業(株)スポーツ事業本部

(前)ダンロップスポーツ株式会社
(前)代表取締役社長

馬場 宏之 氏

日本ゴルフ用品協会会長
兵庫工業会副会長
関西テニス協会副会長

テニスファンにお馴染みの「ダンロップ」、ゴルフファンにお馴染みの「ゼクシオ」 「スリクソン」等々。(旧)ダン
ロップスポーツ株式会社は日本を代表するスポーツ用品メーカーです。日本での法人化は1917年。
1930年には国産初のゴルフボール、硬式テニスボールの生産を神戸で開始。ゴルフクラブでは一時期
「キャロウェイ」が一世を風靡いたしましたが、契約終了と共に独自の「ゼクシオ」 ブランドを見事に立ち上
げ、現在に至ります。今年住友ゴム工業株式会社スポーツ事業本部となり「ダンロップ」の世界戦略が新
たにスタートいたします。
13:30-15:00

1-E-2

女性活躍でイノベーションを起こす
企業規模にかかわらず、”真の”ライフワークバランスで
実現するイノベーション

大阪市立大学大学院 都市経営研究科
教授

永田 潤子

氏

リコージャパンが参画する－Well-Being OSAKA Labーのタイアップ企画。多くの企業が実現を目指し
ている女性の活躍、そしてライフワークバランス(LWB)の実現をテーマにお話しいただきます。
「女性活躍を進めるべき本当の意味」「今更聞けないダイバーシティ」「女性活躍の推進がなぜLWBを実
現するのか」等々、企業規模に関係なく取り組むべきLWBのあり方や取り組み方のヒントをお持ち帰りく
ださい。
※「ライフ」が優先するという考えのもと、「ライフワークバランス」とライフを前に持ってこられています。

11月14日(水)
10:30-12:00

2-E-1

五輪メダリストが語るワークライフバランス

スポーツコメンテーター

奥野 史子

氏

バルセロナ五輪シンクロ銅メダリスト、現在はコメンテイターとしてテレビやラジオなど各種メディアで活動。
2000年から2年間シルク・ドゥ・ソレイユで、日本人として初めてラスベガスで最高峰の水中ショー
「O(オー)」に出演。京都市教育委員や日本水泳連盟アスリート委員なども務める。夫、朝原宣治さんと
の間に1男2女。
今回は、トップアスリートから、引退、結婚、子育てを経ながらマルチに活躍する奥野さんの、仕事とプライ
ベートの両立術についてお話しいただきます。
13:15-14:45

2-E-2

IT 革命の本質と新リーダーシップ論
～時代の変化に対応できる企業へ～

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科
特別招聘教授

夏野 剛

氏

IT革命がもたらす情報流通の高速化によって、経営環境の変化は加速しています。IT、IoT、AIなど
新しいテクノロジーが生まれる中、旧態依然としたシステムに固執し、変化に対応できない企業は、もは
や生き残ることは困難です。そして、今こそITのチカラで影響力を駆使できる、リーダーの役割が問われる
時代と言っても過言ではありません。
今、リーダーは何をすべきなのか、お伝えいたします。

課題解決セミナー

事前予約制

お客様が抱える様々な課題の解決策を、リコーグループの技術・自らの実践事例や、最新のICT活用事例を
通してご紹介いたします。また、注目のテーマ「働き方改革」についても、あらゆる視点からご紹介いたします。

E会場
10:30-12:00

A会場
10:40-11:40

1-E-1

ダンロップ・ゼクシオ・スリクソン

1-A-1

働き方

始動！全社19,000人のコミュニケーション
基盤「Office 365実践と取り組み」
リコージャパン「働き方改革」実践事例のご紹介

(前)ダンロップスポーツ株式会社

リコージャパン株式会社

住友ゴム工業(株)スポーツ事業本部

ICT事業本部 商品企画本部
オフィスソリューション企画室 働き方改革グループ

(前)代表取締役社長
日本ゴルフ用品協会会長
兵庫工業会副会長
関西テニス協会副会長

馬場 宏之

須永 堅一

氏

12:20-13:20

1-A-2

ｾｷｭﾘﾃｨ

オフィス防災セミナー
BC(事業継続)に繋げる初めの一歩
13:30-15:00

1-E-2

女性活躍でイノベーションを起こす
企業規模にかかわらず、”真の”ライフワークバランスで
実現するイノベーション
大阪市立大学大学院

リコージャパン株式会社
新規事業本部 産業ソリューション事業部
CIS総合推進室 CIS企画グループ
シニアアドバイザー

14:00-15:00

都市経営研究科
教授

寺谷 邦隆
業種 生産性

1-A-3

Officeを使った販促物作成

永田 潤子 氏

Microsoft Officeでもここまで出来る

株式会社カムロックシステムズ
マーケティングアドバイザー

16:00-17:00

1-E-3

働き方

15:40-16:40

田上 真喜子 氏
業種

1-A-4

移行する前に知っておきたい
Windows 10 と Microsoft 365

医療・大学・流通・製造業様の
業務効率改善に貢献！

リコージャパン株式会社

位置情報とAIカメラを活用した
リコー独自のソリューション
株式会社リコー

ICT事業本部 商品企画本部 マイクロソフト推進室 Microsoft365グループ

鈴木 大輔

デジタルビジネス事業本部 センシングソリューションセンター
所長

伊藤 政彦

●～ セミナーカテゴリー ～●
働き方 働き方改革
ｾｷｭﾘﾃｨ セキュリティ強化

11月

生産性 業務効率向上

13日

CSR CSR/企業価値向上/法令順守

業種 業種別課題解決 ﾃｸﾉﾛｼﾞ テクノロジー
人材 人材強化・雇用
ES ES (従業員満足度向上)

B会場
11:00-12:00

C会場

1-B-1 働き方

ES

人材

「働き方改革」を支える
フレキシブルな勤務形態の導入 Season 2
全社19,000人の社員の
客観的データによる勤務管理の実現

11:20-12:20

1-C-1

進化するリコーの環境経営
SDGsへの貢献
～リコー環境事業開発センターの挑戦～
株式会社リコー

リコージャパン株式会社
人財本部 人事部 D／ワークライフマネジメント推進グループ

リコー環境事業開発センター

石原 崇史
12:40-13:40

1-B-2

働き方 業種

録画面接 x AI(人工知能)による
採用選考手法のご紹介
デジタル面接プラットフォーム HireVue
タレンタ株式会社
G&A 部門

1-B-3

中村 究 氏

働き方

会社を守る！ここだけは押さえたい
労働時間リスク対応の勘所
百戦錬磨の弁護士が伝える、
明るい労働時間管理の方法

13:00-14:00

CSR

1-C-2

今こそSDGsで企業価値を上げよう
選ばれる企業になるために、
リコージャパン流で社内に浸透

経営労務部門 弁護士・ニューヨーク州弁護士 第一東京弁護士会
リーダー

1-B-4

経営企画事業本部 コーポレートセンター
コーポレートコミュニケーション部 社会貢献推進グループ

太田 康子
14:40-15:40

1-C-3

働き方 業種

働き方改革は間接業務の高度化から
730社以上の導入で見えた出張・経費管理の
ベストプラクティス
株式会社コンカー

多湖・岩田・田村法律事務所

16:00-17:00

出口 裕一

事業所長

リコージャパン株式会社
専務取締役 兼 CFO

14:20-15:20

CSR

事業開発本部

田村 裕一郎 氏
働き方

「コミュニケーション変革」からはじめる
「働き方改革」

本部長

16:20-17:20

1-C-4

阪尾 素行

氏

生産性 業種

人手不足解消に向けた
物流業界の取り組み

コミュニケーション・コラボレーションを
活性化させる方法を実践事例を交えてご紹介
リコージャパン株式会社
ICT事業本部 商品企画本部
コミュニケーション事業推進室 コーディネートグループ

山口 明弘

リコーロジスティクス株式会社
関西事業部
執行役員 事業部長

蛭間 博信

課題解決セミナー

事前予約制

お客様が抱える様々な課題の解決策を、リコーグループの技術・自らの実践事例や、最新のICT活用事例を
通してご紹介いたします。また、注目のテーマ「働き方改革」についても、あらゆる視点からご紹介いたします。

E会場
10:30-12:00

A会場
10:40-11:40

2-E-1

五輪メダリストが語るワークライフバランス

2-A-1

働き方

リコージャパンが取り組む働き方改革
これだけはやってはダメ！赤裸々にお伝えします、
失敗事例と今チャレンジしていること

スポーツコメンテーター

奥野 史子

リコージャパン株式会社

氏

ICT事業本部 商品企画本部 オフィスソリューション企画室
働き方改革グループ
リーダー

室岡 友紀

2-A-2 働き方

12:20-13:20

ES

人材

リコージャパンにおける「ダイバーシティ＆
ワークライフマネジメント推進」
13:15-14:45

女性活躍推進から考える多様性を活かす組織、
活性化、生産性向上へつなぐ

2-E-2

IT 革命の本質と新リーダーシップ論

～時代の変化に対応できる企業へ～

人財本部 人事部 D／ワークライフマネジメント推進グループ

政策・メディア研究科
特別招聘教授

松木 稚佳子

ダイバーシティ推進担当マネージャー

14:00-15:00

慶應義塾大学大学院

夏野 剛

リコージャパン株式会社

業種

2-A-3

BIMによる成長戦略！
ユーザーの活用事例とARCHICADで変わる
ワークフローのご紹介

氏

グラフィソフトジャパン株式会社
BIMインプリメンテーション

志茂 るみ子

氏

吉田 浩司

氏

株式会社ixrea
代表取締役社長

16:00-17:00

2-E-3

働き方 生産性

15:40-16:40

働き方

2-A-4

働き方改革と新たな価値創造に寄与する
業務自動化の実践

NotesからOffice365へ移行して、
働き方改革を推進しませんか？

リコージャパンのRPA社内実践事例

脱Notes事例で見る課題と解決策

リコージャパン株式会社

株式会社テンダ

ICT事業本部 関西インテグレーションセンター
プロデュース1グループ
リーダー

ビジネスソリューション部

田中 浩信

課長

業種

岡田 憲明 氏

●～ セミナーカテゴリー ～●
働き方 働き方改革

11月

生産性 業務効率向上

ｾｷｭﾘﾃｨ セキュリティ強化

14日

CSR CSR/企業価値向上/法令順守

業種 業種別課題解決 ﾃｸﾉﾛｼﾞ テクノロジー
人材 人材強化・雇用
ES ES (従業員満足度向上)

B会場
11:00-12:00

C会場

2-B-1 働き方 ﾃｸﾉﾛｼﾞ ｾｷｭﾘﾃｨ

リコーグループの
モバイルセキュリティ対策のツボ

デジタル推進本部 セキュリティ統括部 セキュリティ管理グループ
グループリーダー

急激に進むテクノロジーの進化を捉えた働き方の未来
を考える
インテル株式会社
パートナー事業本部 コーポレートチャネル営業部
シニアセールスマネージャー

灰谷 公良

ﾃｸﾉﾛｼﾞ

2-B-2

ﾃｸﾉﾛｼﾞ

2-C-1

AI・ICTの進化で変わる明日の働き方

Anytime, Anywhere, Any Deviceを支える基盤
であるために
株式会社リコー

12:40-13:40

11:20-12:20

「固定電話回線のIP網移行で
なにが変わる？」をわかりやすく解説

13:00-14:00

澤山 徳博 氏

2-C-2

業種

FAX受注業務の課題を解決！
クラウドFAXのすすめ
受注業務を自動化し
作業効率を向上する方法をご紹介

西日本電信電話株式会社

株式会社エディックワークス

経営企画部 マイグレーション推進室

営業部 営業課

担当課長

大友 健一郎 氏

2-B-3 業種 ｾｷｭﾘﾃｨ ﾃｸﾉﾛｼﾞ

14:20-15:20

進化する監視カメラ これからが本番！
画像解析ソリューション

マネージャー

14:40-15:40

瓦井 祐輔 氏

2-C-3 働き方 業種 ﾃｸﾉﾛｼﾞ

動画を使ったカイゼンで生産性向上と
働き方改革を実現！事例あり

3D監視カメラによる3D画像解析ソリューションで、
安全で安心な職場作りをご支援いたします。

動画を使ったカイゼンを実施している企業5社の事例
紹介を中心に、製造業、サービス業の生産性向上、
働き方改革の進め方を紹介

株式会社コンピュータシステム研究所

株式会社ブロードリーフ

AGS事業部 AGS営業課

事業企画本部 グローバルIE事業部
部長代理

大澤 直幸 氏

2-B-4

16:00-17:30

業種

介護ロボット見守りシステムの施設での
活用事例について
介護ロボット 見守りシステムの活用事例について、見守りセンサーを活用した業務
削減や介護記録ソフトとの連携による記録の省力化など、特別養護老人ホームでの
見守りシステムの導入効果を交えながら、介護施設の管理者と現場の両面からご説
明します

社会福祉法人京都福祉サービス協会
特別養護老人ホーム紫野

総務部長兼介護部長

森 賢一 氏

マイスター

16:20-17:20

2-C-4

大岡 明 氏

働き方 生産性

働き方改革を加速する
ペーパーレスへの取組み事例
リコージャパン株式会社
販売事業本部 関西MA事業部
MDS営業部 MDS営業グループ

明石 英訓

展示

事前予約制

お客様が抱える様々な課題の解決に貢献するソリューションを、
各ゾーンでご覧いただけます。

場所：コミュニケーションエリア
■スマートフォンアプリ RICOH Event App
展示の詳細はRICOH Event APPよりご覧いた
だけます。
Android

セキュリティ強化

働き方改革

iOS

業種課題解決

業務生産性向上
フューチャー
ソリューション

コミュニケーション
エリア

イベントパスコードは「vpreo(ブイピアールイーオー)」です
※リコーが提供するイベントご来場者向けのアプリです。

◆ フロアマップ
・総合受付へご来場いただき、『入場票』のご提示をお願いいたします。

■セミナー会場
A会場・B会場・C会場・E会場
※受講される会場をご確認ください。

■コミュニケーションエリア
働き方改革、セキュリティ強化、業種課題解決、
業務生産性向上、フューチャーソリューション
のカテゴリに分けて展示しております。
※スマートフォンアプリ RICOH Event APPで
展示内容をご確認いただけます。

◆ 会場地図
グランフロント大阪 北館 B2F
ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター
大阪市北区大深町3-1
【交通案内】
■ＪＲ「大阪駅」より徒歩3分
■地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩3分
■阪急「梅田駅」より徒歩3分
■阪神「梅田駅」より徒歩6分

2
1

※ノースゲートビルディング
JR中央北口アトリウム広場より２F 連絡デッキをご利用ください。

2

ナレッジキャピタル

コングレコンベンションセンター

1

2F連絡デッキ

◆ お申込み
来場ご予約はホームページよりお申込みいただけます。ぜひご登録ください。
紹介者コードの入力もお願いいたします。
https://vpre.ricoh.co.jp/public /application/add/118

◆紹介者コード◆

KB00001
Ver.1.1

