
２月４日（火） 

□ セミナー1 
(11：00-12：00) 

 やさしい、わかりやすいグループウェア 
 「desknet's NEO」   

講師：株式会社ネオジャパン 澁谷 和幸 

□ セミナー2 
(13：00-13：45) 

～タブレット＆クラウドを活用したワークスタイルの変
革～ビジュアモールスマートカタログ 

講師：高橋 俊夫 

□ セミナー3 
(14：00-14：45) 

～タブレット＆クラウドを活用したワークスタイルの変
革～Office365  

講師：高橋 俊夫 

□ セミナー4 
(15：30-17：00) 

準備は万全ですか？新社会福祉法人会計基準の完
全移行まで、あと2年！  

講師：岡税務労務会計事務所 岩谷 拓 

２月５日（水） 

□ セミナー5 
(11：00-12：00) 

2014年に考えるべき環境変化とセキュリティリスクへ
の対処法 

 講師：トレンドマイクロ株式会社 松橋 孝志 

□ セミナー6 
(13：00-13：45) 

「あなたも今日からマーケティングマスター！」 
～売れない時代に如何に売る？～  
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ 寺﨑 薫 

□ セミナー7 
(14：30-15：15) 

ホームページはどうやって作るの？ 
～HP制作の改善・見直しポイント～  

講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ 新浦 大蔵 

□ セミナー８ 
(16：00-17：00) 

ファイナンスリースの概略とリースにおける消費税改
正について 

講師：株式会社日本ビジネスリース 仁禮 哲身 

２０１４年１月３１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 ２０１４年２月４日（火）・５日（水） 

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/bf2014 
   『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》 

２月４日（火） 

□ 体感Ａ 
(10：30-11：00) 

ここまで出来る？！ 
「QRコードを活用したプリント物の可能性教
えます！！」 

□ 体感Ｂ 
(13：45-14：15) 

AEDの前にパルスオキシメーター！職場で
の安心に役立つ最新医療機器のご紹介 

□ 体感Ｃ 
(14：45-15：15) 

ウルトラブックにおまかせ 
デスクトップPCはもういらない! 

□ 体感Ｄ 
(15：45-16：15) 

iPadで魅せる！ 
直感的アピール方法 

２月５日（水） 

□ 体感Ｅ 
(10：30-11：00) 

ウルトラブックにおまかせ 
デスクトップPCはもういらない! 

□ 体感Ｆ 
(14：00-14：30) 

ここまで出来る？！ 
「QRコードを活用したプリント物の可能性教
えます！！」 

□ 体感Ｇ 
(15：15-15：45) 

タブレットから直接印刷が出来る？！ 
INFO-PaletteCloudのご紹介 

□ 体感Ｈ 
(16：45-17：15) 

どこでも誰とでもミーティング 
～Cisco Webex体感セミナー～ 



 ＫＯＮＩＣＡＭＩＮＯＬＴＡ ｂｉｚｈｕｂ Ｆａｉｒ 2014  ｉｎ Ｆｕｋｕｏｋａ 

セミナー/体感コーナー開催のご案内 
  「KONICAMINOLTA bizhub Fair2014」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 
 やさしい、わかりやすいグループウェア 

 「desknet's NEO」  講師：株式会社ネオジャパン 澁谷 和幸 

 11：00-
12：00 

 情報共有は全員でしっかりと行えてこそ大きな効果を発揮します。 

 誰にとってもやさしく、わかりやすく活用できるdesknet's NEOで 
 効果に繋がる情報共有の改善案をご紹介します。 

セミナー 

２ 
～タブレット＆クラウドを活用したワークスタイルの変革～ 

ビジュアモールスマートカタログ（電子カタログ） 
講師：高橋俊夫 

13：00-
13：45 

お持ちの商品カタログや提案資料に映像や音声を埋め込んだコンテンツを自社
で作成し、簡単に安全にマルチデバイスに配信できるサービスです。訴求力
アップ、理解力アップ、業務効率アップを実現でき、ペーパーレスによるコストダ
ウンが見込めます。 

セミナー 

３ 
～タブレット＆クラウドを活用したワークスタイルの変革～ 

Office365  
講師：高橋俊夫 

14：00-
14：45 

Microsoftが提供する最新クラウドサービス（Office365）です。 
Office365で何ができるの？どういったシーンで利用できるの？ 
クラウドだと何がちがうの？ 
といった疑問について、ビジネスで活用できる機能をご紹介します。 

セミナー 

４ 
準備は万全ですか？ 

新社会福祉法人会計基準の完全移行まで、あと2年！  
講師：岡税務労務会計事務所 岩谷 拓様 

15：30-
17：00 

社会福祉法人会計基準の改正準備について解説 
概要、スケジュールのおさらいと、財務諸表作成にポイントを絞って 
スムーズな移行の秘訣をわかりやすく解説いたします。 

体感ｺｰﾅｰ 
Ａ 

 ここまで出来る？！ 
 「QRコードを活用したプリント物の可能性教えます！！」 

10：30- 
11：00 

今や巷に溢れるＱＲコードも、利用の仕方でビジネス
拡大のチャンスに！ 

体感ｺｰﾅｰ 
Ｂ 

AEDの前にパルスオキシメーター！             
職場での安心に役立つ最新医療機器のご紹介 

   

13：45- 
14：15 

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。 

体感ｺｰﾅｰ 
Ｃ 

ウルトラブックにおまかせ 

デスクトップPCはもういらない! 

14：45- 
15：15 

社内ではデスクトップPC、外出/出張/会議はノートPC
そんな環境をウルトラブック1台で代替え可能です。 
様々なロケーションでのウルトラブックの利用を実機を
交えて体感いただけます。 

体感ｺｰﾅｰ 
Ｄ 

iPadで魅せる！ 

直感的アピール方法 

15：45- 
16：15 

iPadに興味はあるけど活用方法がいまいち… 
そんな事はありませんか？ 
魅せる事を中心にiPadの活用方法を 
ご覧いただけます。 

セミナー会場（定員：各30名） ２月４日（火） 体感コーナー会場（定員：各10名） ２月４日（火） 

セミナー 

５ 
 2014年に考えるべき環境変化とセキュリティリスクへの対処法 
 講師：トレンドマイクロ株式会社 ビジネスマーケティング本部 ソリューションマーケティング部 

    プロダクトマーケティングマネージャ 松橋 孝志 

11：00- 
12：00 

日々変化を続けるIT環境。スマホ・タブレットの浸透やWindows XPのサポート終
了、クラウドの利用加速など、2014年も確実にIT環境は変わり続けていきます。 
本セッションでは、環境変化に合わせた適切なセキュリティ対処方法についてご
紹介します。 

セミナー 

６ 
「あなたも今日からマーケティングマスター！」 

～売れない時代に如何に売る？～  
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ マーケティング本部 業種マーケティング部 部長 寺﨑薫 

 13：00-
13：45 

販売促進の基本は顧客心理を理解することです！そこさえ押さえれば、景気頼
りでなく自力で且つ高確率で売り上げは伸ばすことが可能です！実際の事例紹
介も交え分かりやすく解説致します。 

セミナー 

７ 
ホームページはどうやって作るの？ 

～HP制作の改善・見直しポイント～  
講師：コニカミノルタビジネスソリューションズ 企画部 第2ITサービスグループ 新浦大蔵 

14：30-
15：15 

ホームページを制作したままにしていませんか？ 
2013年のホームページ制作トレンドのご紹介を行いつつ、 
どうやってホームページを作り運用して行けば良いかをご紹介します！ 

セミナー 

８ 
ファイナンスリースの概略と 
リースにおける消費税改正について 
講師：株式会社日本ビジネスリース 営業本部営業推進部 副部長 仁禮 哲身 

 16：00-
17：00 

 
4月1日の消費税改正に伴うリースの対応全般と、企業で当たり前に利用されて
いるファイナンスリースについて、もう一度「リースとは？」の説明を行います。 

体感ｺｰﾅｰ 
Ｅ 

ウルトラブックにおまかせ 

デスクトップPCはもういらない! 

10：30- 
11：00 

社内ではデスクトップPC、外出/出張/会議はノートPC
そんな環境をウルトラブック1台で代替え可能です。 
様々なロケーションでのウルトラブックの利用を実機を

交えて体感いただけます。 

体感ｺｰﾅｰ 
Ｆ 

 ここまで出来る？！ 
 「QRコードを活用したプリント物の可能性教えます！！」 

14：00- 
14：30 

今や巷に溢れるＱＲコードも、利用の仕方でビジネス
拡大のチャンスに！ 

体感ｺｰﾅｰ 
Ｇ 

タブレットから直接印刷が出来る？！                
INFO-PaletteCloudのご紹介 

15：15- 
15：45 

タブレット,iPad,iPhoneからも印刷ができるコニカミノル
タが提供するクラウドサービスのご紹介します 

体感ｺｰﾅｰ 
Ｈ 

どこでも誰とでもミーティング 
～Cisco Webex体感セミナー～ 

16：45- 
17：15 

Web会議とはどういったものか、Cisco Webexの基本機
能から詳細機能のご紹介です。 

セミナー会場（定員：各30名） ２月５日（水） 体感コーナー会場（定員：各10名） ２月５日（水） 



KONICA MINOLTA bizhub Fair2014 

ごあいさつ 
 

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お礼申し上げます。 

さて、このたび、KONICA MINOLTA bizhub Fair 2014を開催いたします。 

今回、“Why KONICA MINOLTA?”をテーマに、新しいワークスタイルのためのオフィス環境についてご紹介します。 

昨今のビジネス環境の変化は著しく、ワークスタイルも変化しています。この流れは今後も見られ、企業はそれへの対
応、さらにリスクへの備えが重要になることでしょう。 

コニカミノルタは、複合機だけではなく、オフィスレイアウト設計、インフラ、もちろん、セキュリティまで含めた 

オフィス環境をご提案し、それを実現いたします。  

なぜ、コニカミノルタなのか？ ―― その答えはここにあります。 

ご多用のこととは存じますが、ぜひこの機会にご高覧いただき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 

 

2013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 

九州支店長  伊藤 伸一 

コニカミノルタが提供するクラウドサービス 

CLOUD SERVICE 

BUSINESS & 

PRODUCTION PRINTING 

MOBILE & 

APPLICATIONS 

CLOUD APPLICATIONS INDUSTRY SUPPORT 

■協賛： 
トレンドマイクロ株式会社、ディーアイエスソリューション株式会社、株式会社エイトレッド、日本マイクロソフト株式会社、フォーティネットジャパン株式会社応研株式会社 

ＮＤソフトウェア株式会社、株式会社日立ソリューションズ西日本、トライコーン株式会社、コニカミノルタヘルスケア株式会社三菱電機株式会社、デュプロ株式会社 

チクシ電気株式会社、株式会社 内田洋行、セゾン株式会社、ラッカス、EIZO株式会社、株式会社モリサワ、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン 

コニカミノルタアドバンストレイヤー株式会社、株式会社セイコーアイ・インフォテック （順不同、敬称略） 

モバイル機器及びアプリケーション オフィス機器及びオンデマンド印刷機 

営業支援 クラウドアプリケーション 

クラウドサービス 

Why KONICAMINOLTA ? 
今年のbizhubFairでは「なぜ、コニカミノルタなのか？」「コニカミノルタには何が出来るのか？」これを
テーマにコニカミノルタが出来る御社のお手伝いをご案内させて頂きます。 
普段は複合機のイメージしかないかもしれませんが、コニカミノルタは実は色々な所で様々なお手伝いをして
います。今回は「これもコニカミノルタがやっているんだ！」という驚きをお持ち帰り頂けるよう、また楽し
んで御社のビジネスにお役立て頂けるよう準備しております。是非ご来場ください！ 

掲載しているものの他、様々な製品を会場でお試し頂けます。当日の展示内容は当日変更になる可能性があります。ご了承ください。 

話題のアイテムから必須となりつつあるタブレット機
器・スマートフォン。 
それらの使い道や活用方法に満足していますか？ 
タブレット機器の便利な所、アピール力…それらを最大
限に活用する方法はご存知ですか？ 
今回はiPadやタブレット機器をもっと便利にする方法や
コニカミノルタでのスマートフォン活用術をご案内しま
す。 

bizhubをクラウドサービスと連携し直接スキャン、プ
リント連携を可能としたサービスやbizhubの機能をよ
り便利に拡張するオプションをご案内させて頂きます。 
ただの出力機器ではなく業務を効率よくもっと便利に、
ヒューマンエラーを減らす仕組みを是非ご覧ください。 
また、新開発のデジタルトナーHDE採用で更に高画質
と省エネ性能を実現したプロダクションプリントマシ
ンも実際にご覧いただけます。 

クラウドとよく聞くものの活用方法が解らない… 
利便性が見いだせない、そんな疑問はありませんか？ 
コニカミノルタはクラウドサービスを利用して今までの
業務をもっと便利にするソフトウェアを提案致します。 
こんなクラウドの活用方法もある！ともっとクラウドを
身近に感じて頂けるサービスをご案内いたします。 

売上を増加させるために顧客管理やマーケティングを… 
そうは思ってもなかなか上手くいかないという事はあり
ませんか？ 
コニカミノルタではHPの作成・運営請負や時事に沿っ
た営業スキル向上のための業種別販促講座も行っていま
す。また、DMやメルマガ作成に使える無償の素材提供
サービスもご案内させて頂きます。 

https://tool.bizhub.jp/index.php?departure=%82%92%82%99%82%8F%82%95%82%8B%82%8F%81D%82%8B%82%81%82%97%82%81%82%93%82%81%82%8B%82%89%81%97%82%8B%82%8F%82%8E%82%89%82%83%82%81%82%8D%82%89%82%8E%82%8F%82%8C%82%94%82%81%81D%82%83%82%8F%82%8D


KONICAMINOLTA bizhub Fair 2014 

２０１4年２月４日・５日 ｉｎ福岡国際会議場 

■日時 

２０１4年２月４日（火） １０：００～１８：００ 

お気軽にお問合せください 

担当： 

５日（水） １０：００～１８：００ 

■主催／お問合せ 

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センタービル2F 
九州支店 カスタマーリレーショングループ TEL：092（415）3303  

■会場 

福岡国際会議場 5Ｆ／501国際会議室 
福岡市博多区石城町2-1／TEL092（262）4111 

ご来場の際は、本状を受付にご持参ください。 全員の方に来場記念品を贈呈いたします。 

詳しくは コニカミノルタ    検 索  http://bj.konicaminolta.jp 

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い 
たしておりますので、当日スタッフへお声がけください。 

   ＫＯＮＩＣＡＭＩＮＯＬＴＡ ｂｉｚｈｕｂ Ｆａｉｒ２０１３ 

■入場料 

無料 

 御社名                                   様 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 御名前                          様 （他     名様） 
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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。 

Why KONICAMINOLTA ? 

Next vision 2014.   

 ご案内状  

ご来場の皆様にプレゼント！ 
透過液晶のおしゃれなデジタ
ル時計。Smartなデスクを
演出します。 
 

また、先着10名様に早朝賞もご
用意しております 

※コニカミノルタ記入欄 

来場日[ ４日（月） ・ ５日（火） ] ／ 営業担当[ （       ）課（              ） ] 


