
 in 熊本  in 熊本 

キヤノンシステムアンドサポート株式会社 《 主催 》 

※お申し込みは1名様単位での登録となります。 ※受付期間は2017/10/16（月）までとなります。 
また環境によりWeb申込が困難なお客様は弊社担当営業にご相談ください。 
【お問い合わせ】キヤノンシステムアンドサポート株式会社 セミナー事務局 TEL  096-383-4141 
 

 

http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2017/ http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2017/ 

キヤノンS&Sセミナー情報 検 索 セミナー・ご来場は事前予約制となります。 

お申し込み受付：2017年10月16日 （月） 17:00 迄 

ホームページからお申し込みいただけます。 

開催日 開催日 月   月 日 (火) 

10:00 ～17:30 10:00 ～17:00 (開場09:50) 

無料：予約制 
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SCSK株式会社 
応研株式会社 
株式会社オービックビジネスコンサルタント 
キヤノンITソリューションズ株式会社 
株式会社 建設システム 
株式会社シーピーユー 
シャープビジネスソリューション株式会社 
Sky株式会社 
 

Ｖ1.1 

アイ・モバイル株式会社 
旭化成ゾールメディカル株式会社 
アットアロマ株式会社 
アバー・インフォメーション株式会社 
エーアンドエー株式会社 
株式会社SCP.SOFT 
株式会社NIコンサルティング 
エクストリームネットワークス 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 《 後援 》 

《 協賛 》 
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ソフトバンクコマース＆サービス株式会社 
日本電気株式会社 
バラクーダネットワークスジャパン株式会社 
ピー・シー・エー株式会社 
富士ソフト株式会社 
株式会社富士通パーソナルズ 
レノボ・ジャパン株式会社 

 ( 五十音順)  

〒862-0956 熊本市中央区水前寺公園28-51 
        TEL：096-387-7777（代表） 

会 場 

駐車券を受付までお持ちください、無料駐車券と交換致します！ 

http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2014/index.html


お申し込みURL → http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2017/   

お申し込み方法のご案内   お申し込み締め切り 10月16日（月） 17:00迄 
当日は、「受講票」をご持参頂き、 
１F 総合受付にてご提示ください。 
 
当日は混雑が予想されます。 
来場受付はセミナー開始の15分前迄の 
ご来場をお願いいたします。 

検索エンジンより、以下のキーワードで検索 

http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2017/ 

または、以下のURLにアクセスして下さい。 

※定員になったセミナーより順次締め切りとなります。 

検 索 キヤノンS&Sセミナー情報 

申込登録完了時にWEBで表示される 
[ 受 講 票 ] の印刷をお願いいたします。 
 
 
 

登録の完了通知メールが送付されます。 

 世界をワンストップでサポート 
 
  ~海外展開を支援する様々なソリューションをご紹介~ 
     『海外を自社の市場に加えるグローバルマーケティング支援策』 
 

A-1  10:00～12:00 

２階 研修室A （定員30名） ２階 研修室B （定員20名） 

 
 
 

A-2  13:00～15:00 

月額380円/人で生産性を上げ経営を変える 
～組織で生産性を上げコストダウンもしながら働き方改革を実現す
る方法～ 
 
ITを活用した経営改革、働き方改革の入門として、グループウェアによるローコスト改革
のポイントをお伝えします。グループウェアの活用は、組織の生産性向上に大きく貢献で
きます。ITをイマイチ活用できていない企業様、業務のIT化・導入に二の足を踏んでい
る企業様も必見です。 

    株式会社 NIコンサルティング 

 
 
 

A-3  15:20～16:50 

i-construction（ICT施工）徹底解説セミナー 
 
国土交通省では、平成28年度を「生産性革命元年」と位置付け、調査・測量、設計、
施工、検査および維持管理・更新のあらゆるプロセスにICTを取り入れることで生産性を
向上するi-Constructionを推進しています。平成28年度は約1620件においてIC土
工対象工事として発注し、584件において実施されております。九州地方整備局発注
工事はもちろんですが今後さらに本格化するi-Construction解説させて頂きます。 
今回開催する「i-Construction（ICT施工）徹底解析セミナー」でiConstruction
の基礎的な内容を中心に、最新の基準・要領を踏まえてどのような対策を実施すれば
良いかを解説します。 

株式会社 建設システム 

B-1  10:00～11:00 

 働き方改革！ワークスタイル変革セミナー 
～スマートフォン＆タブレットを活用したこれからのクラウドワークスタイル～ 
 
 

 
昨今、さらなるコスト削減・生産性向上・営業力強化が求められる一方で 
従業員のワークライフバランスも保ちながら、いかに効率的に仕事ができるかが 
経営の重要なポイントになっています。 
そのような状況の中、ICTを活用した「ワークスタイル変革」や「テレワーク」といった 
「働き方改革」の推進が加速しています。 
本セミナーでは、いつでもどこでも仕事ができるワークスタイル変革を実現するため、 
スマートフォンやタブレットを活用したモバイル型テレワークと、在宅型テレワークについて 
そのメリットや具体的なツールをデモンストレーションを交えながらご紹介いたします。 

キヤノンシステムアンドサポート株式会社 
 

B-2  11:30～13:00 

  防犯用途だけではないネットワークカメラ最新活用術 

毎日の報道で防犯カメラの映像を見ない日がない程に、急速に導入が進み、その効果が
認知されつつあるネットワークカメラ。2019年ワールドカップや2020年東京オリンピックを目
途に、更に導入が加速する傾向にあります。 
その一方でモニタリングやマーケティングなど新しい業務活用が注目を集めています。 
今回のセミナーでは、ネットワークカメラの最新の技術動向と活用術をご紹介いたします。 
 
 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
 

B-3  13:20～14:50 

  会社を強くするコンプライアンス 
～コンプライアンスの推進のために～  

 
 企業におけるコンプライアンス対応は事業継続において重要となりました。 
キヤノンMJグループの事例を交え、単なる法令順守に留まらないコンプライアンス対応の位
置づけと推進のポイントをご紹介します。 
また、推進を支援するツールやサービスのご紹介も致します。 
 
 
 

  キヤノンマーケティングジャパン株式会社   

B-4  15:10～16:10 

 今すぐはじめる次世代セキュリティ対策      
  ～拡散するランサムウェア、内外の脅威から会社を守るために～  
 
 
 

世界的な被害が報道されたランサムウェア被害をはじめとしたサイバー攻撃、従業者や委
託先にて、内部不正による情報セキュリティ被害が増加しています。 
経済産業省とIPAから「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」が公表され経営課題として
の検討が求められ、更には個人情報保護法改正をはじめとしたガイドラインへの対応も必
要となります。 
サイバー攻撃等による外的脅威と過失や故意による内的脅威に対して 
次世代型セキュリティ対策である多層型防御、連携ソリューションをご紹介いたします。 
 

  キヤノンITソリューションズ株式会社   

今やお客様の様々な課題解決と、海外での円滑な事業運営の 
お役立て出来るよう、海外への進出時や海外事業の拡大時の様々な
課題を4つのカテゴリーに分類し、実践に即した、それぞれに最適な解決
策やアイデアなどで事業推進のヒントをご提供します。低コストで実現す
る海外マーケティング支援策など、その具体的な方策をお届けいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
 

http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2013/
http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2013/
http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2013/


同時展示体感コーナー 

大判プリンタ 名刺プリンタ ネットワークカメラ 

オンデマンド印刷 

使いやすさに、さらなる機能をプラス。CAD、
GIS、ポスター、ビジネス文書紙、布、バッ
クライトフィルムなど幅広いマテリアルを活か
す事が出来るキヤノン大判プリンタを 
ご紹介。 

必要な時に必要な 枚数を社内で簡単作成。 
Canon名刺プリンタの 利用で最大約75%
のコスト削減が可能です。  
プラスチックカードを使って社員証も 
印刷可能です。 

防犯はもちろん、マネジメントに最適な 
ソリューションを提供。足元周りのスッキリ 
配線から移転・改装に伴う大型LANの 
施工まで幅広いLAN配線作業を 
ご提案。  

少部数のカタログや、パンフレットなどは必
要な時に、必要な部数の印刷ができれば
大幅なコスト削減につながります。 
もちろん、デザイン等の変更にも柔軟に対
応可能なオンデマンドプリントソリューション
をぜひサンプルをもとにご覧ください 

MFP 
オフィスにおけるドキュメントワークの中心を担う
複合機だからこそ、大切なのは一人ひとりに合
せた使いやすさを提供すること。お客さまの声
をもとに磨き上げたimageRUNNER 
ADVANCE第3世代を是非体感ください。 

ビジュアル 
コミュニケーション ホームページ 

AED 

コレモール 

SKYSEA 
Client View 

小規模に低予算で始めたい方にオススメ！ 
コストパフォーマンスの良いビデオ会議を、 
是非体験ください。 

一歩先行く ホームページを！  
アイ・モバイルは、中小企業の皆様を 
Webとマーケティング面から支援し 
経営効率アップのお手伝いをいたします。  

幅広いラインアップから最適なAEDの 
導入をサポートします。 
使用方法を実機を使いご参加の方に 
ご紹介させていただきます。  

オフィスの『あれも』『これも』がきっと見つかる 
通販サイト。キヤノン製品の消耗品をはじめ 
文具・事務用品などのオフィスサプライ用品 
生活用品など豊富な商品をご用意して 
おります。  

クライアントPCをはじめさまざまな 
IT機器やソフトウェア資産の一元管理、 
運用管理を支援。より安全な 
情報セキュリティ対策やIT資産の有効活用を 

促進いたします。  

ファシリティ 

OBC 

「働き方改革」の実現に向けてITを活用 
した業務の生産性向上をご提案します。 
「マイナンバー・ストレスチェック・勤怠管理 
サービス」など、クラウド環境で利用できる 
「業務サービス」と「奉行10シリーズ」を 
ご紹介します。 

応研 

経営資源のひとつであるヒトに関わる 
人事労務管理は重要だと認識しながら 
もいまだに効率化に課題があります。 
煩雑な人事労務管理業務の改善を 
支援する大臣シリーズをご紹介します。  

PCA 

『PCA DXシリーズ』ではクラウドサービスでは 
 最新版ソフトへの無償バージョンアップにより 
将来的に予想される消費税改正時にも 
安心してご利用可能。またマイナンバー管理や 
人事就業管理もクラウドで安心運用を実現。 

Barracuda 
Backup 

ランサムウェアに感染してしまうと端末が 
ロックされたりファイルが暗号化されデータへ 
アクセスできない状態に陥ることがあります。 
ランサム対策に最適なバックアップ 
ソリューションをご紹介します。  

多層防御 

NEC・富士通・
Lenovo 

標的型攻撃に対応。インターネットの脅威から
ネットワークを守る仕組みをご紹介します。  

BIGPAD 

シンプルに、スムーズに 
そしてスマートに。 
コミュニケーションが変わる。 
BIG PADでスタートする 
新しい会議スタイルのご紹介！ 
電子黒板でできるさまざまな 
ソリューションを是非体験してください。 

1F ビジネスセンター (注意）展示機材は変更になる可能性がございますので、ご了承ください。 

PCの見直しにお役立ち！各メーカーオススメの 
サーバ・パソコンも展示致します。                                      

SCP 

A&A 

様々なタイムレコーダー、給与ソフトとの連動が 
可能な『Vicsell/勤怠管理』。スムーズな 
シフト作成機能、就業実績連動機能を 
持っており業務の効率化にお役立ちします。 

【3D汎用CAD Vectorworks2017】 
高度な2D/3D汎用作図機能、 
業種別の強みを生かしたソリューションを 
ご紹介いたします。  
 

 
【建築3次元CADMADRIC･AD-1】 
等身大で空間提案ができる 
「体感型住宅プレゼン」庭から外観を眺めたり 
吹抜けを見上げたりそこで生活しているかの 
ようにバーチャル・リアリティ体験する事ができます。  

 

ソフトバンク 
SoftBank法人営業がスマホ・タブレットを 
導入事例を交えてご紹介いたします。 
スマホ・タブレットの活用を業務の効率化 
経費削減に繋げませんか？ 
  
 

働きやすいオフィス作りのお手伝い！ 
オフィスのご移転、レイアウトの変更 
オフィス家具の手配 
までキヤノンS&Sで 
できることをご紹介 

させて頂きます。     
 

CPU Extreme 

 
複雑化する、ネットワークの見える可ができる 
YAMAHA L2-SWソリューションを体験して 
頂けます。  

机の上でＷＥＢ会議、 
図面や資料共有が大画面で簡単に！ 

ネットワーク 

エンタープライズレベルのネットワークにおいて、 
絶対的な信頼性と速度を両立させ、お客様 
のビジネスを止めない堅牢なネットワークを作る 
にぴったりのハイエンドネットワーク製品をご紹介 
致します。 
 

http://tm.softbank.jp/


お申し込みURL → http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2017/   

お申し込み方法のご案内   お申し込み締め切り 10月16日（月） 17:00迄 
当日は、「受講票」をご持参頂き、 
会場総合受付にてご提示ください。 
 
当日は混雑が予想されます。 
来場受付はセミナー開始の15分前迄の 
ご来場をお願いいたします。 

検索エンジンより、以下のキーワードで検索 

http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2017/ 

または、以下のURLにアクセスして下さい。 

※定員になったセミナーより順次締め切りとなります。 

検 索 キヤノンS&Sセミナー情報 

申込登録完了時にWEBで表示される 
[ 受 講 票 ] の印刷をお願いいたします。 
 
 
 

登録の完了通知メールが送付されます。 

 
 顔認証 ソリューション『顔跡/KAOATO』 
 
あらかじめデータベースに登録した人物の顔画像と監視カメラが捉えた人物の顔画像を 
高速・高精度に自動照合。世界ナンバーワンの評価。顔認証エンジンを搭載した 
顔認証ソリューションを是非体験ください。 

 
 
 
 
 

 
プロダクション『販促物内製化展示会』 
 
チラシやショップカード、メニュー表から封筒まで、さまざまな種類の印刷物を高画質で
出力できるオンデマンドプリンタを展示します。効率よく印刷物を作成する仕組みを 
ご紹介いたします。  
 

 
 ドローンを活用して、新しいビジネスを創造しませんか！ 
 
空撮はもちろん、点検や巡視・災害対策・危険区域作業などビジネスの
中で『ドローン』活用の幅が広がってきています。 
実機を展示しています。 
 
 
 
 
 

展示コーナーのお勧め！！みどころ満載です！！ 

 
  社内のネットワークのかんたん「見える可」が構築できます。 
 
PCが増えて、ネットワークも複雑になり、ネットワークの全体像を把握する
のが難しくなってきました。ブラウザでネットワークの全体像が簡単に見え、
管理や障害対応がとても簡単にできるソリューションをご覧ください 

介護の現場で人気の 
Parloもやってくる！ 

 
 ランサムウェアーから企業のデーターを守る最後の砦はこれです！ 
 
相変わらず、国内で猛威を振るうランサムウェアー被害！！メール等で執拗に送られてくる、
ランサムウェアーは強力な感染力で、ネットワーク上のサーバーやNASまでも標的にされてしま
い、ついには事業を継続することができなくなります。最後の砦となるバックアップソリューション
として、ランサムウエアの脅威に全く動じない堅牢なBCP対策にも万全なソリューションをご覧
いただけます。 

 
 世界に誇る高画質のネットワークカメラ 
 
コンパクトで、およそカメラに見えない筐体のネットワークカメラから、３６０度を見渡せるカメ
ラまで、多種多様な撮影シーンに対応可能な最新のネットワークカメラをご覧いただけます。 
是非、その高画質をご覧ください。 

http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2013/
http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2013/
http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2013/

