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■日時
2015 年 1月 21 日（水）　10：00 ～ 18：00
2015 年 1 月 22 日（木）　10：00 ～ 18：00

■入場料
無料

■主催 /問い合わせ
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社
福岡市博多区東比恵 1-2-12 R&F ビル 2F
九州支店　カスタマーリレーショングループ 
TEL 092-415-3303 FAX 092-415-3334

担当：

■会場
国際会議場　5F/501 国際会議室
福岡市博多区石城町 2-1 TEL 092-262-4111

都市高速：築港ランプから 3分 / 東浜ランプから 5分
タクシー：天神から約 6分 / 博多駅から約 10 分
※お車でお越しのお客様へ無料駐車券をご用意致しておりますので当日スタッフへお声掛けください。

ご挨拶
謹啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。

現在、弊社では「顧客満足度向上」に全社一丸となって取り組んでおります。お客様を知り・課題を抽出させて
いただくことでお客様の経営課題を解決出来る提案をさせていただくことを目指しています。
その中で自らのワークスタイルを変革することで自社実践として現実的なご対応をすべく 8月に東京本社社屋の
移転を実施致しました。弊社内で利活用している様々な事例を今後加速させていただく Smart-Work-Style Office
ソリューションとしてこの度ご案内致します「KONICAMINOLTA　bizhub　Fair」において紹介してまいります。

ご多忙とは存じますが、是非この機会にご高配賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬白

2014 年 12 月
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社

九州支店　支店長　伊藤　伸一

Link UP!Link UP!

当日会場では豪華な景品が当たる
くじを開催しています。是非ご参加ください！

コニカミノルタが実践したはたらき方の変革をご提案しますコニカミノルタが実践したはたらき方の変革をご提案します

コニカミノルタはふくおかハウス建設募金を応援しております。
当日会場で募金を行っておりますので、是非ご協力をお願い致します。

2015 年 1 月 21日・22日　in 福岡国際会議場

ヒト、モノ、コト、キモチをつなぎ共に成長する



出展企業
株式会社内田洋行　EIZO 株式会社　ＮＤソフトウェア株式会社　株式会社オービックビジネスコンサルタント　

グラフテック株式会社　KDDI まとめてオフィス西日本株式会社　株式会社ジウン　セゾン株式会社　
ダイワボウ情報システム株式会社　デュプロ株式会社　トライコーン株式会社　

パナソニックソリューションテクノロジー株式会社　ピー・シー・エー株式会社　フクダ電子西部北販売株式会社
　三菱電機株式会社　株式会社ムサシ福岡支店　ムラテック販売株式会社　株式会社明光商会　株式会社モリサワ

コニカミノルタヘルスケア株式会社

コニカミノルタは本社移転を機に
はたらき方を一から見直しました。

2014年 8月本社移転前では、机は一人ひとつ、複合機はオフィスの隅に
書類は山積み、消耗品は出したまま……様々な問題がありました。
クラウド、テレビ会議、その他様々なワークスタイルを
お客様に提案する立場として、本社移転を機にコニカミノルタは
様々な事を見直すことになりました。

今のはたらき方を見直し、オフィスコンセプトを決め
いろいろな問題を解決する為に様々な工夫を凝らしました。
部門間の壁を無くすためには？
セキュリティを高めつつ、生産性を向上するには？
機器の配線や、機材の管理負荷をどうするか？
コニカミノルタ独自のアイデアや、はたらき方の見直しをご覧ください。

専門性が高いお客様や、コストの問題も合わせ
お客様に最適な課題解決策をご提案します。

変革することで新たなコミュニケーションスタイルが生まれ
新たな顧客接点が創出される。「つながり」が変わる！

■コミュニケーション■
テレビ会議システム　Cisco Telepresence

クラウドサービス　Info-palette Cloud essentials
Web 会議　Info-palette Cloud WebEX

立体コピーシステム　PartnerVision bizhub

■マーケティング■
顧客分析システム　C3-Value

エリアマーケティング　TerraMap
紙文書データベース化システム　スマートポスト

販促カレンダー
ホームページ制作サービス
Google インドアビュー

■業務改善■
無線 LAN接続サービス

どこでもプリント　SmartSESAME SP!
簡単仕分けツール　仕分け名人　V2
プロダクションプリント　bizhub Press

ウェアラブルデバイス

＜順不同　敬称略＞
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セミナー/体感コーナー開催のご案内
「KONICAMINOLTA bizhub Fair2015」開催に伴い、各種セミナーと体感コーナーを開催いたします。ご多忙中とは存じますが、

この機会にぜひご来場賜りますようご案内申し上げます。詳細につきましては、下記及び裏面をご覧ください。

●お申込・その他詳細は裏面へ →

セミナー
1

Google Apps for Work の導入で変わる

中小企業のワークスタイル
講師：ＫＤＤＩまとめてオフィス株式会社

営業推進部 クラウド営業グループ 吉谷 友佑

10：30-
11：30

Googleのイノベーションを支えるコミュニケーション基盤を体験してみ
ませんか？現在500万社以上の企業が導入している「Google Apps
（TM）for Work」をご紹介させて頂き、新しいワークスタイルの可能性
を体感して頂きます。

セミナー
2

経営者が語る「移転を機会とした新しいワークスタ
イルへの取組」
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社

マーケティング本部 本部長 鈴田 透

13：00-
14：00

当社は8月に本社を移転いたしました。本社移転を機会に、自社実践
でのワークスタイルの変革に取り組み、「組織力の向上」と「顧客提供
価値の向上」を目指しています。どのような働き方変革を行おうとして
いるのか、またどのようなプロセスで働き方変革に取り組んだのか、
そのプロセスでの経営者の役割は何なのかを講演させていただきま
す。

セミナー
3

アンガーマネージメント
怒りの感情をマネジメントするための心理トレーニング法
講師：日本GE株式会社 森口 久仁子

15：00-
16：00

みなさん、怒った後に後悔をしたことはありませんか？怒りの感情の
メカニズムを知り、自分の感情をコントロールすることで、よりよい環
境を作りませんか？職場でも家庭でも、簡単に実践できるメソッドをお
伝えします！

体感ｺｰﾅｰ
Ａ

「そばにいるあなたにしか救えない命がある」

いざという時のAED講習会
講師：フクダ電子西部北販売株式会社 AED事業部 田中 公彦

11：45-12：15
心肺蘇生の中でも最も重要となる「胸骨圧迫と
AEDの使い方」、「誰かが倒れた時に声をかけ
る勇気」をお伝えします。

体感ｺｰﾅｰ
Ｂ

ウェアラブルグラスとコニカミノルタの
取り組み
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社
ソリューション事業本部 ソリューションマーケティング部
青山 成道

14：15-14：30

ウェアラブルグラスを使ったビジネス用途の最
先端事例とコニカミノルタでの取組

事例をご紹介いたします。どのようなシーンで
利用できるのか？

効果はあるのか？注意点は何かなどについて
詳しくご紹介いたします。

体感ｺｰﾅｰ
Ｃ

軽量！簡単！コンパクト！
職場での安心に役立つ最新医療機器のご紹介
講師：コニカミノルタ株式会社オプティクスカンパニー
センシング事業部 髙田 直幸

16：15-16：45

わずか40gの小さな機器を指に差し込むだけで、
痛みなく瞬時に体内の異常状態が分かる？職
場の救急セットの常備や社員様の健康管理に
役立てていただきたい最新機器をご紹介。この
機会にぜひ、その威力・魅力を体感下さい。

セミナー会場（定員：各30名）１月２１日（水） 体感コーナー会場（定員：各10名）１月２１日（水）

セミナー
4

Office365でかなえる
クラウド時代の新しいワークスタイル
講師：日本マイクロソフト株式会社 原 浩二

10：30-
11：30

Microsoftのクラウドサービス「Office365」を利用することでどのような
ワークスタイルを実現できるか、具体的なデモンストレーションを交え
てご紹介致します。

セミナー
5

2016年利用開始
奉行シリーズで始めるマイナンバー制度の備え
講師：株式会社オービックビジネスコンサルタント 赤山 夏葵

13：00-
14：00

マイナンバー制度は2015年10月より通知、翌1月から利用開始となり
ます。各種届出に記載が必要であり、人事労務・経理業務全般に影
響があるといわれています。本セミナーでは個人番号の管理だけで
なく、人に関わる情報の業務改善についてもご紹介いたします。

セミナー
6

人財と働き方の多様化
～女性活躍促進のありかた～
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社
マーケティング本部 教育研修部 担当部長 酒井 之子

15：00-
16：00

近年企業の中での問題意識が高まりつつあるダイバーシティ推進に
関して、「女性の活躍促進」、「多様な働き方」を中心に、日本の動向
や課題、取組事例、経営者・人事・管理職の役割について、お話しし
ます。

体感ｺｰﾅｰ
D 講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社

ソリューション事業本部ソリューションマーケティング部
青山 成道

11：45-12：15

ウェアラブルグラスを使ったビジネス用途の最
先端事例とコニカミノルタでの取組

事例をご紹介いたします。どのようなシーンで
利用できるのか？

効果はあるのか？注意点は何かなどについて
詳しくご紹介いたします。

体感ｺｰﾅｰ
E

「そばにいるあなたにしか救えない命がある」

いざという時のAED講習会
講師：フクダ電子西部北販売株式会社 AED事業部 田中 公彦

14：15-14：30
心肺蘇生の中でも最も重要となる「胸骨圧迫と
AEDの使い方」、「誰かが倒れた時に声をかけ
る勇気」をお伝えします。

体感ｺｰﾅｰ
F

働き方変革最前線！
コニカミノルタのITコンシェルジュ
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社
ソリューション事業本部 ソリューションマーケティング部
青山 成道

16：15-16：45

コニカミノルタのITソリューション提供の営業現
場における課題、お客様に対しての課題に対し
て社内の反対を押し切って始めたITコンシェル
ジュ。今は働き方変革の最先端事例として社内
外から注目を集めています。その内容を一挙に
ご紹介します。

セミナー会場（定員：各30名）１月２２日（木） 体感コーナー会場（定員：各10名）１月２２日（木）

ウェアラブルグラスとコニカミノルタの
取り組み



１月２１日（水）

□ セミナー1
(10：30～11：30)

Google Apps for Work の導入で変わる
中小企業のワークスタイル
講師：ＫＤＤＩまとめてオフィス株式会社

営業推進部 クラウド営業グループ 吉谷 友佑

□ セミナー2
(13：00～14：00)

経営者が語る「移転を機会とした新し
いワークスタイルへの取組」
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社

マーケティング本部 本部長 鈴田 透

□ セミナー3
(15：00～16：00)

アンガーマネージメント
怒りの感情をマネジメントするための心理トレーニング法
講師：日本GE株式会社 森口 久仁子

１月２２日（木）

□ セミナー4
(10：30～11：30)

Office365でかなえるクラウド時代の
新しいワークスタイル
講師：日本マイクロソフト株式会社 原 浩二

□ セミナー5
(13：00～14：00)

2016年利用開始 奉行シリーズで始
めるマイナンバー制度の備え
講師：株式会社オービックビジネスコンサルタント 赤山 夏葵

□ セミナー6
(15：00～16：00)

人財と働き方の多様化
～ 女性活躍促進のありかた～
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社
マーケティング本部教育研修部 担当部長 酒井 之子

２０１４年１月１６日（金）
※定員になり次第受付を終了いたします。申込先着順となりますので、お早めにお申込ください。

申込締切

日 時 ２０１５年１月２１日（水）・２２日（木）

会 場 福岡国際会議場５Ｆ （※連日共通）
【住所】福岡市博多区石城町2-1 【ＴＥＬ 】092-262-4111

受 付 セミナー開始１５分前より、会場入り口にて受付
申込完了後「受講票」をお渡し致しますので、当日「お名刺２枚」と「受講票」をご持参頂きます様お願い致します。

●● ●●●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●

お申込方法

ＦＡＸ 092-415-3334 コニカミノルタ ＣＲＧ宛
下記 「参加申込書」 をご記入の上、ＦＡＸにてお申込ください。

参 加 申 込 書

ご記入いただいた個人情報は、弊社製品やサービス、展示会などの情報提供等で適切にお取り扱いさせて頂きます。弊社「個人情報保護方針」につきましては、弊社ホームページをご覧下さい。http://konicaminolta.jp

ご参加を希望される項目に、チェックをつけてお申込下さい。

■御社名

■御名前

■メールアドレス

■ＴＥＬ

■ＦＡＸ

＠

インターネット https://krs.bz/kmfukuoka/m/bｆ2015
『お申し込みフォーム』よりお申し込みください。

●セミナー会場 《定員：30名》

※定員になり次第受付を終了いたします。申込先着順となりますので、お早めにお申込ください。
※2名様以上の場合は恐れ入りますが、1名ずつお申込下さい。
※ご来場の際は登録完了後にお渡しいたします『受講票』とお名刺を2枚ご用意くださいますようお願い致します。
※お車でお越しの際はサービス券をご準備しておりますので受付までお申し付けください。

●体感コーナー会場 《定員：10名》

１月２１日（水）

□ 体感Ａ
(11：45～12：15)

「そばにいるあなたにしか救えない命
がある」いざという時のAED講習会
講師：フクダ電子西部北販売株式会社 AED事業部 田中 公彦

□ 体感Ｂ
(14：15～14：30)

ウェアラブルグラスとコニカミノルタの
取り組み
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社
ソリューション事業本部ソリューションマーケティング部 青山 成道

□ 体感Ｃ
(16：15～16：45)

職場での安心に役立つ最新医療機
器のご紹介
講師：コニカミノルタ株式会社 オプティクスカンパニー センシング事業部
髙田 直幸

１月２２日（木）

□ 体感Ｄ
(11：45～12：15)

ウェアラブルグラスとコニカミノルタの
取り組み
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社
ソリューション事業本部ソリューションマーケティング部 青山 成道

□ 体感Ｅ
(14：15～14：30)

「そばにいるあなたにしか救えない命
がある」いざという時のAED講習会
講師：フクダ電子西部北販売株式会社 AED事業部 田中 公彦

□ 体感Ｆ
(16：15～16：45)

働き方変革最前線！
コニカミノルタのITコンシェルジュ
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社
ソリューション事業本部ソリューションマーケティング部 青山 成道


