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出展社による製品・サービス発表セミナー　受講希望の方は会場内 特設スペースへ直接お越しください

プログラムの日時・詳細は ▶▶▶ www.office-nagoya.jp/seminar_pr/

▼ ▼  セミナーの申込みはWebから  

▼ ▼

事前申込制

www.office-nagoya.jp/ws_seminar/
1月31日［金］までの申込みに限り、早期割引料金が適用されますのでぜひご利用ください。
※ 満席になり次第申込み締切となります。お早めにお申込みください。  申込後のキャンセルは一切お受けしておりません。

■特別講演 【全セッション受講無料】 

■基調講演・専門セミナー
【右記料金で受講可能】

問合せ先 セミナー事務局　　受付時間：10:00～18：00（土・日・祝休み）
TEL： 03-5259-9056　FAX： 03-3295-7007　E-mail: sjn-con@reedexpo.co.jp

早期割引料金 1月31日［金］までの申込み ￥7,000/枚（税込）

通常料金　 2月1日［土］以降の申込み ￥9,000/枚（税込）

第2回 名古屋  働き方改革 EXPO
（株）アート

• ALLIGATE Lock：勤怠打刻も兼ねた扉の鍵を
ご提供！格安初期費用でセキュリティを導入しま
しょう。

• ALLIGATE Logger：簡単置くだけカードリーダ
で、今すぐに勤怠打刻をデータ化しましょう。

（株）アーバンプラン
• オフィス移転・改修 「対応力」：デザイン提案か
ら、設計、工事など全てをワンストップで対応！

• オフィス移転・改修 「企画提案力」：お客様のイ
メージしたオフィス空間を「カタチ」にします！

愛知働き方改革推進支援センター
• ＜無料＞働き方改革の支援：助成金の活用、生産
性の向上、労働時間の見直しなどのご相談

• ＜無料＞魅力ある職場づくりへの支援：魅力ある
職場づくりから人材確保へつながるアドバイス

（株）アントレックス
（株）HRBrain

• 人事評価クラウドHRBrain：目標設定から評価ま
での全てをクラウドで効率化します！

SCSK（株）
• ProActive for SaaS：組織を強くする。超寿命
の国産クラウドERP

SBクリエイティブ（株）
（株）エナジード

• 次世代型ビジネススキル研修 ENAGEED for
Biz：主体性を引き出し変化対応に強い組織を創る

NTT西日本
• おまかせAI 働き方みえ～る：「働き方の視える
化」により、御社の生産性向上をサポートします！

（株）NTTビジネスアソシエ西日本
• RPAツール「WinActor」：シェアNo.1のRPA
ツールを活用した業務効率化の事例等もご紹介
します！

• AI-OCRサービス「DX Suite」：手書き文字の高
い読取率を誇るAI-OCRサービスをご紹介します！

（株）FCEプロセス＆テクノロジー
（株）OAライフ

• 月刊「OAライフ」：「働き方改革」に関する事務機
の最新情報を掲載した月刊専門紙。

オフィスのミカタ（株）
• オフィスのミカタ通信：日本の「総務・人事・経理担
当者」15万社が読んでいる業界専門誌です。

• 人事業界相関図 2020年度版：自社の課題を解
決できるサービスを簡単に見つけることが可能
です！

（株）オリバー
• これからの働く空間 PLACE2.5：こんな環境で
はたらきたい！人材確保やエンゲージメントの向上
に！

（株）クイック
• 働き方ゲーム ＃研修：ゲームを通じて、働き方改
革の取組みをご紹介いたします！

• 「the 商社」ほか ＃研修：インターンシップや社内
研修に活用いただけます。大手企業も導入多数！

（株）ケイワークス
• トレイルワークス：もしもに備えてのモバイル 
オフィストレーラーが働き方を改革します

（株）サンエイ工務店
• オフィスリノベーション：人材獲得や環境改善に 
つながるオフィスリノベーションをご提案します！

Sansan（株）
（株）シーアイエス

• Arrow Search：社内にある情報を一括検索！ 
社員からの様々な問い合わせに対応する時間を
削減。

（株）シオザワ
• キューブガードW：機密書類専用の鍵付きキャビネッ
トで満杯になると自動で投入口が閉まる仕組み。

• BIGガード：大型ファイルもそのまま投入できる
キャビネット。A3図面も投入できる大容量タイプ。

（株）システムディ
• 【新製品】総合文書管理システム：一般文書・専門
文書の管理に対応！ペーパーレスを実現！

• 規程・マニュアル管理システム：規程・ISO文書等
の作成、改定、管理、公開をワンストップで実現！

ジャパンメディアシステム（株）
• ビジュアルコミュニケーション（Web会議）シス
テム LiveOn：場所にとらわれない働き方を実現
します！

（株）スペース
• 空間の最適化のご提案：商空間プロデュース企業
が、オフィスや工場、働く空間すべてを最適化します

総務省
Sola（株）

• 出退勤管理システム「Solaポータルサービス」：
社内ポータル兼社員情報管理システム

• ファイルサーバー「Solaファイルサーバーサービ
ス」：安価・高機能なクラウド型ファイルサーバー

ダイヤオフィスシステム（株）
• 働き方改革を取り込んだオフィス空間設計：五感
ソリューションを最適な形でご提案いたします。

• 移転事業：オフィス移転をワンストップでお請け致
し、ご担当者様の負荷を軽減します。

（株）中電シーティーアイ
• ITコンサルティングサービス：情報システム担当
者のお困りごとを解決します。

• 地図情報システム：顧客情報を点から面へ。営業
の効率がアップします。

中部テレコミュニケーション（株）
• AI-OCR+RPA：紙帳票を自動でデータ化！ 
当社ブースにて実用レベルのAI-OCRを体験い
ただけます

• 働き方改革全力サポート：RPA,AI-OCR,
Salesforceを組合せ、全方位でお客さまの改革
を支援

TBユニファッション（株）
• 幅広い業種でのユニフォーム導入実績：ユニ
フォームで「働く人」を応援します！

• 企画力を活かしたオリジナルデザイン：ユニ
フォーム専門デザイナーがご要望に迅速対応！

ナレッジスイート（株）
• Knowledge Suite （ナレッジスイート）：統合型
の営業支援SFA/顧客管理CRM、グループウェア

• Shelter（シェルター）：ビジネスアプリケーション
プラットフォーム

日本開発（株）
• AI-OCRツール「DX suite」：手書き文字は
96%、活字はほぼ100%読み取り可能！

• RPAツール「WinActar」：8時間かかっていた
単純作業が15分で終わりました！

日本システム開発（株）
• EoRPA（エウロパ）：エウロパは弊社技術者に
よって作成するためロボット開発はすべてお任せ！

• flowM（フローム）：フロームとは 業務整理・可視
化ツールです。 業務を自動で記録・保存します。

（株）ネオジャパン
• グループウェア desknet's NEO：顧客満足度5
年連続No.1グループウェアが業務課題を解決し
ます！

• 業務アプリ作成ツール AppSuite：紙やExcelの
業務をこれ1つで解決できます！

（株）ネオラボ Calling
パナソニック（株）

• しごとコンパス：社員と会社の「働く」をポジティブ
な方向にスイッチ！

• きもちスキャン：「きもちの見える化」で働く人に
快適な毎日を！

（株）日立システムズ
富士通（株）

• Axelute：操作の自動化で提携業務を効率化、 
働き方を革新するツール。

（株）プロディライト
（株）マネーフォワード（人事労務サービス）

• マネーフォワード クラウド給与：複雑な給与計算
を3ステップで。年末調整もスマホで完結。

• マネーフォワード クラウド勤怠：有給から残業管理
までこれ1つで。給与システムとの連携も可能。

（株）ユーテック
• 会議室予約システム「ROOMLEAD」：会議室前
のモニタに予約情報表示や自動キャンセルで 
空予約防止

（株）ラクス/楽テル
• 楽テル：カスタマイズ自由自在、充実のテンプレート
ですぐに使える電話業務向け顧客管理システム！

• INNOVERA PBX：低コストで導入可能、操作画
面のわかりやすさを追求したIP-PBX！
第2回 名古屋  HR EXPO
（株）アイデム

• 採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」：
22,000社超の導入実績！「作る」から「活用」へ。

• 求人メディアパック「Jobギアキャリア」：オウンド
メディアを軸にした正社員特化型サービス

アカリエヘルスケアカンパニー（株）
• HRモンスター：業界破格No.1！待ってるだけの
仕組み！HRモンスターが御社の応募者を連れて
きます！

アスタミューゼ（株）
（株）アドバHRソリューションズ

• 理工系研究室向けリクルータートレーニング： 
技術を伝える5つのフレームワークで、働く魅力
を伝達

• クローザートレーニング：内定付与者にキャリア
面談を行い、働くイメージを強化

（株）アドプランナー
• インターンシップ集客支援サービス：インターン
シップへの学生集客を支援するサービスです。

• インターンシップコンテンツ制作：求める人物像
に合わせ、インターンコンテンツを制作します。

アマノ（株）
• e-AMANO 人事届出サービス：各種届出ワークフ
ローをスマホで行えます。無料トライアル実施中！

• 就業マネジメントシステム TimePro-VG：時間
外労働や休暇取得状況のセルフマネジメントが
可能に！

INSIGHT ACADEMY by グローバル顧問
• INSIGHT ACADEMY byグローバル顧問： 
海外事業経験25年以上の専門家達が語る
Global人材育成Eラーニング

（株）ウィルビー
• ジョブメーカー：集客機能満載の求人サイト構築！
• ジョブメーカーATS：採用一元管理システム
ウォンテッドリー（株）

• Wantedly Visit：欲しい人材へアプローチでき
る採用広報・採用マーケティングツールです。

NECソリューションイノベータ（株）
• 統合HCMソリューション POSITIVE：人事、 
給与、就業、タレントマネジメント

• 統合人事ソリューション STAFFBRAIN：人事、
給与、就業

（株）エフアンドエム（オフィスステーション）
• オフィスステーション労務：労務手続コストを
90%削減！入社手続～社会保険電子申請まで 
クラウド化

• オフィスステーション年末調整：年末の残業は 
卒業！年調業務をWEBでスイスイスマートに！

（株）M-ITコンサルティング
• 人財価値向上プログラム：人財診断と人財価値 
向上の取組み

• 信頼型組織変換プログラム：人財価値を引き出す
組織・制度づくり

エン・ジャパン（株）
• engage（エンゲージ）：国内No.1 採用支援ツー
ル！求人掲載から入社後フォローまで、ご支援します

• HR Onboard（オンボード）：入社後1年間の
活躍・定着をサポート！離職リスク可視化ツール

（株）カオナビ
• クラウド人材管理ツール「カオナビ」：顔写真で
社員の個性が一目でわかる！導入1400社突破！

（株）カケハシスカイソリューションズ
• 採用ツールの図書館：入社案内やチラシ、HPな
どの制作実績を展示。実際に手に取ってご覧くだ
さい！

• 採用アトラクション：学生が体験を通して企業理
解を深める新しいインターンシップをご紹介。

（株）グローバンス
• ヒトマワリ：「人事データで経営革新を」人材情報を
一元化、経営判断に有効な組織分析を抽出可能。

（株）ケイレックス
• 外国籍人材の派遣・紹介の総合人材サービス： 
若くて優秀な人材をご紹介します。

（株）GEクリエイティブ
• DAKOKUL：クラウド型勤怠管理システム

（株）JTB
• 「JTBの働き方改革応援プロジェクト」：総務・人
事部門の皆様が抱える様々な課題を解決します！

（株）JTBグローバルアシスタンス
（株）JTBコミュニケーションデザイン
（株）JTBビジネストラベルソリューションズ
（株）JTBベネフィット
（株）ジンジブ

• 高校生の新卒採用を支援する「ジョブドラフト」：
累計支援社数2000社突破！掲載社数NO.1求人！

（株）スギタプリディア
• 学生にウケる採用ツール！：他社と差別化できる
採用ツールをご提案します。

• 内定承諾の確度を上げるDM：あえてアナログが
効く、内定者フォローDMをご紹介します。

（株）スキルアカデミー
• AI人事4.0：成果・能力評価を中核として成果主義
人事導入に必要となる豊富なシステムを提供し
ます

• タレントビルダー：企業向け人材育成サービス。 
人が育つ仕組みを作り、人の能力を育てます

（株）スタジアム
• インタビューメーカー：導入企業1,000社以上の
Web面接・録画面接システムです。

TUNAG  （株）スタメン
• 社内制度プラットフォーム「TUNAG」：エンゲージ
メント経営が実践できる国内唯一のサービスです

（株）SNAPSHOT
• B2E.pro勤怠管理：複雑なシフト、様々な雇用形
態に対応する就業運用を支援します。

• 育児休業管理：休業期間内に発生する書類提出
など煩雑な管理業務の負担を軽減するシステム
です。

（株）SmartHR
（株）ZENKIGEN

• 顧客満足度No.1のWEB/動画面接ツール 
HARUTAKA（ハルタカ）：最新の面接手法を 
ご提案いたします。

（株）タナベ経営
• 企業内大学「FCC ACADEMY」：クラウドを活
用した、オリジナルの人材活躍システムを構築

• 派遣型「階層別研修」：新入社員から社長まで 
「経営者視点」の人材育成を実施

（株）ディスコ（新卒採用支援）
• LINE採用支援システム『キャリタスContact』：
LINEを活用した新しい採用コミュニケーション
ツール

• 国内最大級の就職情報サイト『キャリタス就活』：
インターンシップ募集は、キャリタス就活で！

（株）電通国際情報サービス
• 統合HCMソリューション「POSITIVE」：2400
社以上の実績！AIを搭載した最新版をご紹介

• 統合人事パッケージ「STAFFBRAIN」：人事・給
与・就業の統合管理で人事業務の高度化・効率化
を実現

（株）ネオキャリア ［jinjer］
• jinjer勤怠：業界最安値で、簡単に勤怠管理を実
現！管理・作業コストを軽減することも可能！

• jinjerワーク・バイタル：従業員のコンディションを
管理・解析するタレントマネジメントツール。

パーソルグループ
パーソルキャリア（株）
（株）パーソル総合研究所
パーソルテンプスタッフ（株）
パーソルプロセス&テクノロジー（株）
パーソルホールディングス（株）

• doda：豊富なサービスラインアップと業界最大
級の利用者数で採用課題を解決に導きます。

• 他、RPA導入支援・採用強化・勤怠管理・タレント
マネジメント・eラーニング等など多数出展！

ピー・シー・エー（株）
• PCA給与DX：豊富な明細項目と複雑な給与条件
にも柔軟に対応でき様々な業種・業務にフィット

• PCA人事管理DX：人事異動・考課等の定型業務
から文書作成・社員年譜といった出力機能も充実！

（株）ビジネスコンサルタント
• LMS（学習管理システム）：お客様の課題に応じ
て最適なEラーニングを提供します

• ラーニングプラットフォーム「UMU」：デジタルデ
バイスを通じて様々なラーニングデザインが可能

（株）ビズリーチ
• ビズリーチ・ダイレクト：即戦力人材を検索・スカウ
トが可能で、 優秀人材の採用を実現します。

• HRMOS（ハーモス）採用：採用に関する作業 
工数とコストを大幅削減

（株）ヒューマンテクノロジーズ 
【KING OF TIME】

• 勤怠管理システム KING OF TIME：リアルタイ
ム自動集計、スマホ・生体認証等豊富な打刻手段

• KING OF TIME データ分析：法令順守のため
の残業可視化ソリューション

（株）プラスアルファ・コンサルティング
• タレントパレット：人材活用にマーケティング思考
を取り入れた「科学的人事戦略」を実現！

ユームテクノロジージャパン（株）
ユニテックシステム（株）

• 手のひら静脈認証式勤怠管理 コレクトタイムナビ：
手のひらをかざすだけで出勤・退勤時刻を記録。

• 請負＆人材派遣管理システム キャスティングナ
ビ：製造業派遣に最適。単発派遣・日払いなどに。

Unipos（株）
• Unipos：ブース内では相談コーナーを設け、御
社の課題に最適な提案をさせていただきます。

（株）リクルーティング・デザイン
• Webリクルーティング 応募最適化サービス：貴
社求人への応募を最大化するサービスです。

• iプラット：indeed最適を図った採用サイトを無料
でご提供します。

（株）ロココ
• 勤怠管理システム【Times】：働き方改革に不可欠
• 目標管理システム【Scorpio】：社員の成長と会社
の業績をブリッジ！

（株）ROXX
第2回 名古屋  福利厚生 EXPO
（株）アイワット

• 周年行事のアレコレ：企画から運営まで徹底 
サポート致します。

• 読んでもらえる「社史・記念誌」、社員に一体感が
生まれる「式典・祝賀会」

（株）Avenir
• 嘱託・専属産業医サービス：「休職予防できる」 
産業医をご紹介します！

• メンタルヘルスソリューションサービス：「ELPIS
シリーズ」で「メンタルヘルス予防」をします！

（株）アクトス
• 簡単オフィスプログラム：仕事着のまま、職場で手
軽にできるエクササイズを出張指導いたします！

• 体力測定・体組成測定：ご自身の健康を見直す
きっかけとなる測定を出張で行います！

（株）イーウェル
• 福利厚生パッケージサービス「WELBOX」： 
従業員の生産性を高め、優秀な人材確保のため
のサポート

• 健康経営推進支援サービス：健康データ分析、改
善施策、健康経営認定取得まで幅広く支援します

（株）飯島産業
• オリジナルユニフォームの製造：トヨタ自動車様や
グループ企業様を中心に製造しています！

• 生産体制について：国内外に自社工場を持ちお客
様からのニーズに真剣に耳を傾け柔軟に対応し
ます！

ウォータースタンド（株）
• ウォータースタンド：水道直結ウォーターサーバー
でプラスチックごみの削減を。

• 定額制レンタルで美味しいお水が使い放題に。：
従業員様の福利厚生にも最適です。

（株）運動会屋
• 社内コミュニケーションイベント企画運営：運動会
だけでなくフットサルや駅伝、懇親パーティも！

• スポーツイベント備品レンタル：運動会に必要な玉
入れかご、綱引き、ドッジボールなど貸し出し可能

（株）enigma
• 前払給与システム「enigma pay」：働いた分の給
与をいつでも受け取れる福利厚生サービスです！

（株）MTG
• SIXPADウェルネスセミナー：開催費無料！
特製弁当による正しい食習慣、効率的な運動
SIXPAD体験など

（株）OKAN
• 置き型社食サービスオフィスおかん：健康的なお惣
菜をオフィスに常備できる簡単社食サービスです

クリーンエア・スカンジナビア（株）
• 分煙キャビン「SF2000X、SF4000、SF6000、
SFForum」：健康増進法改正案に適合する製品
になります！

（株）クレディセゾン
• 給与受取（前払い）サービス「Advanced pay 
SAISON」：採用の応募率・定着率アップに効果
的です！

（公財）産業雇用安定センター
• 再就職・出向等の企業間人材マッチング（公的機
関）：全国500人のコンサルタントによる無料相談
実施

（株）サンユニフォーム
• 事務服レンタル：コストの平準化を図り、製品貸
与・管理業務などの代行を行うシステムです。

• マタニティ事務服レンタル：必要な時に必要な期
間だけワンピースをレンタルできるシステムで
す。

（株）シュガーレディ本社  
「オフィス・シュガーレディ」
• 法人向け宅配型社食サービス「オフィス・シュガー
レディ」：月額3万円からはじめられる福利厚生

（株）セブン－イレブン・ジャパン
• セブン自販機：セブンのフレッシュな商品をご提供
します。近隣店舗がきめ細やかに運営します。

（株）第一興商
• オフィス向けカラオケ「ココカラDAM」：従業員
のストレス緩和とコミュニケーションの活性化を
実現！

• 健康カラオケサポーター：カラオケの様々な健康
効果を楽しく学べる講座です！

（株）ダイオーズジャパン
• オフィスコーヒーサービス：お客様のニーズ・人
数・ご予算に合わせた多種類のマシンを取り揃え！

• ティーサービス：ウォーターサーバーとコーヒー
メーカーと給茶機の機能の全てが、この1台に集
約！

（株）武市ウインド名古屋
• 店舗・オフィスのデザイン設計・施工・不動産：デザ
イン設計・施工 不動産紹介ご提案いたします！

デロンギ・ジャパン（株）
• 全自動コーヒーマシン  ESAM03110S：挽きたて、
淹れたての美味しいコーヒーが簡単に作れます

• 全自動コーヒーマシン  ECAM35015BH：挽き
たて、淹れたての美味しいコーヒーが簡単に作れ
ます

（株）TOSEI
日商エレクトロニクス（株）

• お弁当プラットフォームおべんとね！っと：ネット注
文/クレカ払い/集金不要/弁当注文作業95％削減

（一社）日本音楽健康協会
ビクター商事（株）

• 【機械レンタル可能】ランドリー内製化提案：業務上
で発生した洗濯物を社内で洗ってコスト大幅削減

（株）福利厚生倶楽部中部
• 総合的福利厚生サービス「福利厚生倶楽部」： 
企業の福利厚生ご担当者様こんなお悩みありま
せんか？

（株）ブロード・メディア
（株）ベネフィット・ワン
（株）メディカルトラスト

• 産業医業務サービス：●嘱託産業医業務 ●総括
産業医業務 ●各種サポート （情報提供等）

• 全国医師面談業務サービス：直営の全国産業保
健室及び全国330以上の提携医療機関で医師の
面談可能

（株）メンタルヘルステクノロジーズ
（株）ヤマト

• スペースヤマト：スペースヤマトのこだわりは全て
日本製。軽量コンパクトで全身ケアが可能です。

• 撫子のゆ
（株）リベロ

• 転勤ラクっとNAVI：転勤に伴うお部屋探しや引越
し、その他ご相談を無料でサポートするシステム
です

• ワンコイン転貸：1戸あたり月額500円で社宅管
理いたします！
第2回 名古屋  会計・財務 EXPO
（株）アール・アンド・エー・シー

• 入金消込・債権管理システム「V-ONEクラウド」：
煩雑な入金消込業務を手軽に効率化！

• 入金・債権管理特化システム「Victory-ONE」：
売掛照合の課題を豊富なソリューションで解決し
ます

（株）ASAHI Accounting Robot研究所
税理士法人あさひ会計

• RPA導入支援：会計事務所、事業会社向けロボッ
トを多数制作稼働中！

• WinAutomation：業界・業種を問わず世界中で
数千の中小企業に導入され業務の効率化に貢献
中！

SBIビジネス・ソリューションズ（株）
（株）NTTデータ ウェーブ

• 旅費・経費精算／稟議システム WAVE225： 
間接業務の効率化を実現。クラウドでもご提供
できます！

（株）オービック
• 統合業務ソフトウェア＜ERP＞OBIC7：会計・生産・
販売・人事などの基幹業務を統合的にサポート！

• OBIC7業界・業種向けソリューション：積み重ね
たノウハウと多数の特許技術で経営効果を発揮！

（株）オービックビジネスコンサルタント
• 勘定奉行クラウド：消費税10%改正・軽減税率か
らインボイスまで完全対応

• 奉行Edge 勤怠管理クラウド：「働き方改革関連
法」対応も、奉行ならあんしん

（株）クレディセゾン
• 支払代行サービス：煩雑になりがちな「振込業
務」を簡略化し業務量を軽減します！

• SAISON INVOICE：「売掛債権買取」&「請求
書作成代行」 で請求業務を楽にします！

（株）TKC
（株）ナレッジラボ
freee（株）

• 会計freee：中堅企業向けクラウド会計ソフト。人
事労務と連携し、人件費を経営データとして可視
化！

• 人事労務freee：勤怠・給与計算・労務を全て網羅
したクラウド！データの転記や二重管理が不要に！

（株）BearTail
• Dr.経費精算：紙の領収書をなくせる唯一の経費
精算システム

（株）マネーフォワード
• マネーフォワード クラウド経費：成長企業・変革企
業から選ばれる経費精算システム

（株）マネーフォワード
• マネーフォワード クラウド会計：取引入力と仕訳の
自動化で作業時間を削減！法令改正も無料対応！

• マネーフォワード クラウド請求書：テンプレートを
選んで簡単作成。作成、送付、受取を一括管理！

（株）ミエデンシステムソリューション
• 旅費・経費精算／稟議システム WAVE225： 
間接業務の効率化を実現。クラウドでもご提供
できます！

• クラウドパレット CloudPalette：絵具の色を選ぶ
ようにクラウドサービスを選択して利用できます！

（株）ミロク情報サービス
• Galileopt NX-Plus：ワークフロー一体型ERP
パッケージシステムをご紹介します！

• Edge Tracker：経費精算/勤怠管理/給与明細
/年末調整申告/ワークフローに対応のクラウド
サービス！

（株）ラクス
• 楽楽精算：導入実績5000社以上！日本で最も選
ばれているクラウド型の経費精算システム！

• 楽楽明細：請求書を自動発行！WEB請求書発行 
システム

第2回 名古屋  オフィスサービス EXPO
アクセス・アイ（株）
アマゾンジャパン（同）
（株）エネット

• 特別高圧・高圧・低圧 法人向け電力供給：【全国
10エリア対応】環境負荷の低い電気をお届けし
ます

• EnneGreen（エネグリーン）：【環境対応】通常メ
ニューとCO2排出量等が異なる、より地球に優し
い電気

（株）オンデオマ
• 名刺Web発注システム「印刷部ドットネット」： 
名刺の発注・編集・校正を全てWeb上で完結！

（一社）環境マテリアル推進機構三重県支部  
住宅工房ゴユデ
• 遮熱材リフレクティックス：輻射熱を99％反射す
ることにより、室内環境を改善します。

（株）月刊総務
（株）サイバーネット

• 【名刺WEB発注システム】プリントバーンⅡ：名刺
のコスト削減、業務の効率化をご提案致します！

• 世界に一つだけのノベルティ「オリジナルハイ
チュウ」：販促ツールやノベルティ等、イベントに！

ジェネクスト（株）
• 道交法遵守「見える化」サービス：ドライバーの道交
法遵守を見える化。企業様の交通事故削減します

• GPSロガー：みちびきサブメータ級測位対応に加
え、高精度測位が可能なデットレコニング機能を
実装

社会保険労務士法人 Real&Cloud
• 電子申請義務化対応ソフト：5種類の単機能・複合
機能の電子申請ソフトを比較提案可能！

• 人事労務ソフト（勤怠・給与・手続・明細等）：人事
労務に関する多くのソフトから、比較提案！

人財クリエイション（株）
（株）スマートドライブ

• SmartDrive Fleet（スマートドライブフリート）：
社有車のクラウド動態管理サービスをご紹介します

（株）タカゼン
• 省エネルギーのご提案：省エネコンサルで毎月の
電気代を削減し、貴社に純利益をもたらせます！

• キュービクル保安管理：月々のランニングコストを
削減し、貴社に純利益をもたらせます！

（株）たけでん
東京オフィスサービス（株）
（株）仲井
パイオニア（株）

• 通信ドライブレコーダー：事故防止対策に必要な
運用のポイントを紹介します！

（株）FUJI
• スマート宅配ロッカーQuist：こんな福利厚生おも
しろい！！忙しい社員の生活をサポートします。

（株）フレクト
山崎製パン（株）

• ニューヤマザキデイリーストア：施設内コンビニエ
ンスストアの提案です

• ヤマザキショップ：施設内コンビニエンス機能店
舗です

（株）リード技建
• EMW遮熱シート：省エネ効果で節電にも貢献！ 
室内での暑さ・寒さ対策に効果的！

（株）Leaner Technologies
• Leaner（リーナー）：無駄な経費を徹底的に見え
る化するクラウドサービス！企業の経費削減これ
1つで

（株）リクルートライフスタイル
• じゃらんコーポレートサービス：導入社数15,000
社突破！完全無料の出張宿泊予約サイト

（株）菱和
• ドライブコレクターWEB：「予防安全」にご興味
がある方は是非お立ち寄りください！

• カービジョン（後方確認カメラ）：後進時の死角を
視界に変えバック事故「0」を目指しましょう！

第2回 名古屋  オフィス防災 EXPO
（株）アドテクニカ

• 安否コール：ID/PW不要で使いやすい安否確認
システムをご紹介します！！

（株）イーネットソリューションズ
• 緊急通報・安否確認サービス Safetylink24：気象
庁連動による高速自動配信！位置情報も把握可能

• 紙のイメージそのままに！Actionpassort：シス
テム連携可能なワークフローサービス

（一財）移動無線センター
• e+携帯型無線機：災害に強いMCA無線とエリア
が広いIP無線を一体化。1台で通信の二重化が
可能です。

• e+車載型無線機：MCA無線にIP無線機能を標
準装備した新型車載機の販売を開始しました。

（株）エコルート
• 地震用小型耐震シェルター：大型倉庫・工場内の
大地震避難シェルターです。小型で何処でも設置
OK！

• 防災用無騒音発電機：特許！市販唯一の無騒音エン
ジン発電機。スマホ 288台以上の同時充電可能。

協働水素（株）
• 燃料電池：いつでもどこでも自由に使えるため
BCP対策に大きな効果があり、オプションも豊富

• 車載用燃料電池装置：トラックに搭載できる燃料電
池ユニット等で30kWの長時間電力供給が可能

三和エナジー（株）
• 大規模災害時エネルギーサポート事業：有事の
際、「燃料」をお届けします！

• 次世代型BCP向け燃料備蓄タンク：災害時「強
い」燃料タンクは日本にこれだけ！

（株）JVCケンウッド
• ポータブル電源：災害時の非常用電源、屋外や車
内など日常の様々なシーンで使用が可能です

（株）西三
• 地震対策商品：既設の扉に貼るだけで耐震ドア
• 働く人を守る究極の滑り止め【くつ底キャッ
チャー】：独自技術にて圧倒的な滑り止め効果を
実現

（一社）全私学新聞
テレネット（株）

• HAZARD TALKエニー：災害時の通話・写真動
画共有、国内全キャリア電波で冗長化【エニー】
が新登場

• 緊急地震速報受信期 HAZARD PRO：建物館
内放送用緊急地震速報 地震計内蔵直下型地震・
PLUM法対応

トヨクモ（株）
• 安否確認サービズ：導入実績1300社以上の災害
時の安否確認システムです！

（株）フューチャーイン
（株）LA・PITA

• 防災セットラピタ：防水性が高い為台風やゲリラ
豪雨の際の避難セットとしてもご活用できます。

（株）レスキューナウ
• レスキューWebMAP：災害情報を即時に地図表示
• ステータスChecker：拠点からの被害報告を自
動集計

第2回 名古屋  オフィス セキュリティ EXPO
Akerun
（株）NTセブンス

• KeyperSystems：大切な鍵の管理をもっと便利
に！安全に！

• DriveReport：スマホでメーターを撮るだけで社
用車の運転記録簿が簡単に管理できるシステム
です

NTPシステム（株）
（株）JX通信社

• FASTALERT：SNSからAIが災害情報やオフィ
ス防災に役立つ目撃情報を収集し、配信する
WEBサービス

中央自動車工業（株）
• アルコール検知器「ソシアックシリーズ」：法令で
定められた安全運転管理者様の義務に的確に対応

（株）ナテック
• ICカード：カード製造メーカーとして、貴社に最適
なIC・セキュリティカードをご提案致します。

• IDカードプリンタ：即時発行可能なIDカードプリン
タをご案内します。IDカードでセキュリティ強化！

（株）フォトシンス
• Akerun入退室管理システム：既存のドアに後付
け可能！クラウド型の入退室管理システム。

（株）Fujitaka
• スタイリッシュな分煙対策「スモークポイン卜」： 
厚生労働省の技術的基準に対応しています。

（株）ワラケン
• 書類専用トランクルーム：Pマークを取得した優良
トランクルームで大切な書類を保管管理致します！

• 書類溶解サービス：ファイルの取外しが不要、少
ロットでもコストを抑えたサービスを提供します！
第1回 名古屋  法務･知財 EXPO
春馬・野口法律事務所

• 法務アウトソーシング：あらゆる法務を専門家に
お任せいただけます。

弁護士ドットコム（株）
• 【クラウドサイン】：累計導入社数5万社突破、国内
市場シェア80%超の「電子契約サービス」

• 【クラウドサインNOW】：対面契約や申込をデジタ
ル化。取引にまつわる事務作業の自動化を実現。

その他 出展社・製品は下記URLをご覧ください
▶▶▶ www.office-nagoya.jp/eguide/

来場者登録欄 ーご来場前に必ずご記入ください。

●来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナーの開催案内をさせていただきます。また、報告書など
に本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の□にチェックを
入れてください。 □　●展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。　●弊社は個人情報に
ついて細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ（https://www.reedexpo.co.jp）をご覧ください。

名古屋 総務・人事・経理 Week 内の同時開催展すべてにご入場いただけます。

1. あなたの所属は？（あてはまるものに1つだけ を付けてください。）
□ 1. 総務 □ 2. 人事 □ 3. 経理・財務 □ 4. 法務・知財 □ 5. 経営幹部
□ 6. 経営企画 □ 7. 情報システム □ 8. 施設管理 □ 9. その他（営業・マーケティング）

2. あなたの会社の業種は？
□ 1. サービス □ 2. 情報通信 □ 3.製造 □ 4. 建設 □ 5. 運輸・物流
□ 6. 流通（卸・小売） □ 7. 金融・保険 □ 8. 不動産 □ 9. 飲食・宿泊 □ 10. 病院・福祉
□ 11. 学校・教育 □ 12. 官公庁・自治体 □ 13. その他

3. 来年（2021年）の出展について
□ 1. 下記展示会に出展をしたいので、連絡がほしい。
□ 2. 出展を検討したいので、下記展示会の資料を送ってほしい。
□ 働き方改革 EXPO □ HR EXPO □ 福利厚生 EXPO □ 会計・財務 EXPO
□ 法務・知財 EXPO □ オフィスサービス EXPO □ オフィス防災 EXPO □ オフィス セキュリティ EXPO

※一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、登録済の入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。
※ 会場内でのカメラ・動画などによる撮影は固くお断りいたします。

下記アンケートにすべてお答えいただいたうえ、名刺 2枚を添えて、 
展示会受付にご提出ください。入場者バッジをお渡しいたします。

WSN-J

本展に関する問合せ

主催者 リード エグジビション ジャパン（株）　展示会 事務局　〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階
TEL： 03-5324-1236　FAX： 03-6774-8466　E-mail： ws-nagoya@reedexpo.co.jp 

名古屋 福利厚生 EXPO
特別講演 受講無料

＜健康経営＞ 2月13日［木］ 9：30～11：00

日本企業における健康経営の 
現状と課題： 
ウェルビーイングに注目して
武蔵大学　経済学部経営学科　教授 

　森永 雄太

ANAグループの健康経営の取組 
～あんしん、あったか、あかるく元気に働くために～

全日本空輸（株）　取締役常務執行役員　
元 ANAグループ チーフウェルネス 
オフィサー（CWO）　國分 裕之

専門セミナー 
＜福利厚生の最前線＞ 2月14日［金］ 9：30～11：00

人材の採用・活用と法令改正に向けた 
福利厚生見直し事例
千葉商科大学会計大学院　会計ファイナンス研究科　教授 ／ 
（株）ベネフィット・ワン ヒューマンキャピタル研究所　所長　

可児 俊信

～社員第一主義の福利厚生～  
Chatwork社員による福利厚生とその見直し（仮題）

Chatwork（株）　執行役員　事業推進本部　本部長 
　西尾 知一

WEL-S1

WEL-1

名古屋 総務・人事・経理 Week 基調講演
＜経営戦略としての働き方改革＞ 2月13日［木］ 14：30～16：00

経営戦略としての働き方改革

（株）ワーク・ライフバランス 
　代表取締役社長 

　小室 淑恵

電通における労働環境改革

（株）電通 
　執行役員 ／ CBO 

　大内 智重子

SJ-K

名古屋 HR EXPO
特別講演 受講無料

＜ティール組織＞ 2月12日［水］ 9：30～10：30

今のままの組織でいいのか？  
～個性を生かして活躍できる『ティール組織』とは～（仮題）

場づくりの専門集団NPO法人場とつながりラボhome’s vi　代表理事 ／ 
「ティール組織（英治出版）」解説者 ／ 東京工業大学リーダーシップ教育院　特任准教授 

　嘉村 賢州

＜戦略人事＞ 2月12日［水］ 14：30～16：00

人事戦略の考え方（仮題）

神戸大学　経営学研究科　准教授 
　服部 泰宏

経営に資する人事 
～働くヒトの視点から考える、 
　戦略的人事マネジメントにおける役割

コマツ　顧問 
　日置 政克

＜経営人材の育成＞ 2月13日［木］12：00～13：30

グローバル経営に資するリーダー像 
～ビジネスを成功に導く経営人材～

参天製薬（株） 
　執行役員 人事本部長 

　藤間 美樹

次世代経営人材育成を 
考える視点
（株）リクルートマネジメントソリューションズ

HR Analytics & Technology Lab 
　所長　入江 崇介

＜HRテクノロジー＞ 2月14日［金］ 12：00～13：30

デジタルHR時代の最新テクノロジー
動向とこれからの人事のあるべき姿

慶應義塾大学 
　大学院経営管理研究科　特任教授 

　岩本 隆

デジタルHRの最前線　 
データに基づく採用と育成
（株）セプテーニ・ホールディングス 
　代表取締役 グループ上席執行役員 

　上野 勇

専門セミナー 
＜人材育成の先進事例＞ 2月12日［水］ 12：00～13：30

自ら学び、成果を出す人材育成
江崎グリコ（株） 

　グループ人事部　グループ長 
　東野 敦

好奇心を起点とした「学びのインフラ」構築で、 
多数精鋭組織をつくる（仮題）

（株）ニトリホールディングス 
　組織開発室室長 兼 人材教育部マネジャー 

　永島 寛之

＜従業員エンゲージメント＞ 2月13日［木］ 9：30～11：00

エンゲージメントはGRITでやり抜く 
～人事制度と人事運用の融合～

（株）三井住友銀行　人事部　上席推進役 
　樋口 知比呂

エンゲージメント向上施策
～健康・学習支援と主体性を伸ばす組織風土改革に挑戦～

ダイドードリンコ（株）　取締役 執行役員 人事総務本部長 
　濱中 昭一

＜採用戦略＞ 2月13日［木］ 14：30～16：00

Amazonが語る採用戦略  
－自社のブランディングとダイレクトソーシング

アマゾンジャパン合同会社　人事統括本部 
 人事部　部長 (タレントアクイジション )　篠塚 寛訓

成長戦略・事業ポートフォリオ変革に資する 
人材獲得！ 三井化学の採用戦略とは

三井化学（株）　グローバル人材部　副部長 
　小野 真吾

＜AIを活用した人事戦略＞ 2月14日［金］ 9：30～11：00

AIを活用したソフトバンクの採用戦略と 
今後の展望

ソフトバンク（株）　人事総務統括 人事本部　副本部長 
　源田 泰之

全国に先駆けAI面接を導入！  
アキタフーズの挑戦とは（仮題）

（株）アキタフーズ　人事部　次長 
　齊藤 和毅

HR-S1

HR-S2

HR-S3

HR-S4

HR-1

HR-2

HR-3

HR-4

名古屋 働き方改革 EXPO
特別講演 受講無料

＜働き方改革の先進事例＞ 2月14日［金］ 9：30～11：00

御社の働き方改革、間違ってませんか？  
様々な企業事例を通して考える“働き方改革”
少子化ジャーナリスト ／ 作家 ／ 相模女子大学　客員教授 ／ 

昭和女子大学　総合教育センター　客員教授 ／ 
 東京大学　大学院情報学環客員研究員　白河 桃子

新しい働き方「WAA」  
～自分らしく働き、イノベーションを生む～

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス（株）　
取締役　人事総務本部長 

　島田 由香

＜テレワーク＞ 2月14日［金］ 14：30～16：00

テレワークの最新動向と 
総務省の政策展開

総務省　情報流通行政局 
　情報流通高度化推進室長 

　飯村 由香理

先進企業の事例

講演内容の最新情報はこちらをご覧ください ▲ ▲ ▲

 www.office-nagoya.jp/ws_seminar/

＜働き方改革による生産性向上＞ 2月12日［水］ 12：00～13：30

講師選定中
講演内容の最新情報はこちらをご覧ください 

▲ ▲ ▲

 www.office-nagoya.jp/ws_seminar/

専門セミナー 
＜RPA導入のポイント＞ 2月12日［水］ 9：30～11：00

データ入力を撲滅！ DMM社内クラウドインフラに
最適化したRPA活用

合同会社DMM.com 
　人事総務本部 総務部 業務システムグループ 

　グループリーダー　菊地 康宏

プロセス改革活動とその先にあるもの  
－リコーグループのRPA展開アプローチ

（株）リコー　CEO室　室長　プロセス改革PT リーダー 
　浅香 孝司

＜オフィス戦略＞ 2月12日［水］ 14：30～16：00
生産性・チームのコラボレーションが向上！  
日本マクドナルドの本社オフィス（仮題）
日本マクドナルドホールディングス（株）　取締役 執行役員 

　宮下 建治

講師選定中

講演内容の最新情報はこちらをご覧ください ▲ ▲ ▲

 www.office-nagoya.jp/ws_seminar/

＜介護離職の防止策＞ 2月13日［木］ 9：30～11：00
介護をしながら働く本人が解説！  
介護離職を防ぐために、企業がやるべきこと

（一社）介護離職防止対策促進機構　代表理事 ／ 
 （株）ワーク＆ケアバランス研究所　代表取締役　和氣 美枝

～仕事と介護の両立支援～  
大成建設の介護離職防止に関する取組について

大成建設（株）　管理本部人事部部長 
　塩入 徹弥

＜ダイバーシティを実現する働き方改革＞ 2月13日［木］ 12：00～13：30
『個を活かす風土』が持続的成長を実現！  
リゾートトラストのダイバーシティ推進

リゾートトラスト（株）　人事企画部 CSR推進室　室長 
　吉田 幸代

社員総活躍のための働き方改革と、 
「個」を活かすダイバーシティ

日本ユニシス（株）　組織開発部ダイバーシティ推進室 
　室長 兼 CEO アシスタント　宮森 未来

WS-S1

WS-S2

WS-S3

WS-1

WS-2

WS-3

WS-4

名古屋 会計･財務 EXPO
特別講演 共催：（一社）日本CFO協会  受講無料

＜経理・財務業務のデジタル化＞ 2月13日［木］ 9：30～11：00

経理財務とデジタルテクノロジー 
～デジタル化時代を生き抜く 
　経理財務人を目指して～

（一社）日本CFO協会　主任研究委員 
デジタルテクノロジー部会座長　中澤 進

先進企業の事例

講演内容の最新情報はこちらをご覧ください ▲ ▲ ▲

 www.office-nagoya.jp/acc_seminar/

＜戦略的CFO＞ 2月13日［木］ 12：00～13：30

日本企業のコーポレートガバナンス 
改革の動向と課題  
“形式から実質への深化に向けて”（仮題）

（一社）日本CFO協会　理事長 
　藤田 純孝

生き残れるか経理財務？  
経理財務の変革なしにガラパゴス化
した日本企業の将来はない！

デュポン（株）　取締役副社長 
　橋本 勝則

専門セミナー 
＜経営をリードする戦略経理事例＞ 2月12日［水］ 14：30～16：00

企業価値向上に向けた経理・財務部門の 
機能刷新とDigitalization

ウェンディーズ・ジャパン（株） ／ ファーストキッチン（株） 
　最高財務責任者（CFO）　尾形 圭一

全社チャレンジの中で、共に成長をつくり出す 
～会社の成長を支える攻める経理部～

（株）プリンスホテル　執行役員 経理部担当 兼 経理部長 
　石田 尚子

＜電子申告義務化への対策＞ 2月13日［木］ 14：30～15：30

財務諸表と勘定科目内訳明細書の電子申告に関する最新情報

（株）TKC　執行役員 電子申告義務化プロジェクト推進室長 
　富永 倫教

ACC-S1

ACC-S2

ACC-1

ACC-2

名古屋 オフィスサービス EXPO
特別講演 受講無料

＜戦略総務 × 戦略人事＞ 2月14日［金］ 12：00～13：30

戦略総務は、コンパクト。 
考える総務の実現に向けて

（株）月刊総務 
　代表取締役社長　編集長 

　豊田 健一

勝ち続ける企業の人事制度構築 
～人事管理エキスパートから戦略人事プランナーへ～

カゴメ（株） 
常務執行役員CHO（最高人事責任者） 

有沢 正人

OFS-S1

名古屋 法務･知財 EXPO
特別講演 受講無料

＜法務業務のデジタル化＞ 2月13日［木］ 14：30～16：00

リーガルテックの発展と法務の未来

＜経営戦略としての知財＞ 2月14日［金］ 9：30～10：30

事例に学ぶ・収益を上げる知財戦略立案のヒント

特許庁　総務部 企画調査課　課長 
　小松 竜一

専門セミナー 
＜知財入門＞ 2月12日［水］ 12：00～13：00

楽しく学べる「知財」入門
東北大学　研究推進・支援機構　特任准教授 

　稲穂 健市

＜企業不祥事の防止＞ 2月14日［金］ 12：00～13：00

法務部が取り組むべき、企業不祥事の防止策
明治学院大学　名誉教授 ／（一社）GBL研究所　代表理事・会長 ／ 元 伊藤忠商事（株）　法務部 

　河村 寛治

LEG-S1

〈モデレーター〉 〈パネリスト〉

弁護士ドットコム（株） 
　取締役 ／ 

（一社）シーコンソーシアム 
　理事 ／ 弁護士 

　橘 大地

GVA TECH（株）　
代表取締役 ／ 

 弁護士 
　山本 俊

（株）日本法務システム
研究所 

代表取締役 CEO ／  
弁護士 

　堀口 圭

LEG-S2

LEG-1

LEG-2

名古屋 オフィス防災 EXPO
特別講演 受講無料

＜企業防災＞ 
2月12日［水］ 12：00～13：00

＜震災に強い社会づくり＞ 
2月14日［金］14：30～15：30

未曾有の大災害が起きた時、 
会社として何を考え 
どう行動を起こすべきか
（株）NTTドコモ　シニアアドバイザー　

元 代表取締役社長　山田 隆持

必ずくる震災を乗り越えるために

名古屋大学　減災連携研究センター 
　センター長・教授 

　福和 伸夫

＜BCPの最前線＞ 2月12日［水］ 14：30～16：00

「4T」で構築する企業の災害対応　先進企業を招いて実際の構築事例を具体的に紹介する

〈モデレーター〉 〈パネリスト〉

（株）レスキューナウ 
　危機管理 
アドバイザー 
　市川 啓一

第一三共（株） 
　総務・調達部 

　主査 
　原田 径子

（株）三菱地所設計 
　業務部 

　立原 里樹

（株）ベネッセ 
ホールディングス 

　総務部 
　津場 竜也

専門セミナー 
＜BCP策定のポイント＞ 2月12日［水］ 9：30～11：00

人命の安全がBCPの原点、 
東日本大震災から学んだケーヒンの取組み

（株）ケーヒン　BCM推進室　室長 
　鈴木 隆

総務部から見たBCP 
～3.11の前と後のBCP対策と熊本地震における体験談～

（株）構造計画研究所　シニアアドバイザー 
　元 執行役員総務部長　杉本 彰

＜災害対応力の向上＞ 2月13日［木］ 12：00～13：30

BCPの根幹　その時社員は？  
リアルな訓練は企業の災害対応能力を向上させる
スリーエム ジャパン（株）　安全衛生製品事業部 学術部　主任　

片岡 克己

リコー グループ各社でブレないBCP構築を加速！
“小さなBCP構築マニュアル”とは

（株）リコー　リスクマネジメント室　シニアマネジメント 
　荻原 毅

BOS-S1 BOS-S3

BOS-S2

BOS-1

BOS-2

敬称略。2019年10月15日現在。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。なお、掲載枠上 講師の役職・所属を省略させて頂いている場合もございます。あらかじめご了承ください。

出展社・製品一覧第
2
回

名
古
屋 総務・人事・経理 Week

2019年 9月 27日現在

●下記の出展社・製品一覧は 会期 約4カ月半前のものです。最新の出展社一覧は随時ホームページにて公開します。
なお、開催時には増減する可能性があります。

●各社の出展製品のほんの一部ですので、他にも多数の製品が出展します。

最新の出展社・製品一覧は ▼  www.office-nagoya.jp/eguide/ セミナープログラム　全32講演開催！ 定員になり次第申込締切！  
早急にお申込みください。

お申込み・最新情報
▶ www.office-nagoya.jp/ws_seminar/
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