
KONICA MINOLTA bizhub Fair 2016

■日時

■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
福岡ファッションビル　8F/A ホール
福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１０－１９

JR 博多駅（博多口）より徒歩 7分
福岡空港より地下鉄で 7分
地下鉄祇園駅より徒歩 1分（5番出口）
天神より地下鉄で 4分

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。
「顧客満足度向上」を全社一丸となって取り組んでおります弊社では、お客様のお困りごとをお客様の立場で課題
として共有すべく、まずは自らのワークスタイル変革のため、一昨年、東京本社社屋の移転を実施いたしました。
一年余りが経過し、移転を通して得た様々なノウハウや、自社で実践して初めて生じた新たな課題の抽出、その
解決のためのソリューション等々に対し、さらに次なる段階へ向け加速を続けております。
今回はそれらの中から「場所にとらわれない働き方」にテーマを絞り、実践的なシステムをご紹介いたしたく
「KONICAMINOLTA bizhub Fair」を開催させていただきます。
ご多忙の折とは存じますが、是非この機会にご高覧賜りますようお願い申し上げます。
ご来場を心よりお待ちしております。　

敬白

2016 年 1 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

2016 年 2 月 9日（火）　10：00 ～ 18：00
2016 年 2 月 10 日（水）　10：00 ～ 18：00

KONICA MINOLTA bizhub Fair 2016

福岡ファッションビル　８F A ホール
2016 年 2月 9日、10 日
10:00 ～ 18:00

会場の駐車場をご用意出来ませんので
公共交通機関（電車・バス等）をご利用ください。

会場の駐車場をご用意出来ませんので、公共交通機関（電車・バス等）をご利用ください。



出展企業
株式会社インフォメックス　NECキャピタルソリューション株式会社　NDソフトウェア株式会社　エムオーテックス株式会社

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
コクヨマーケティング株式会社　株式会社サカエ　株式会社サクライ　株式会社ジウン　セゾン株式会社　デュプロ株式会社

日本電気株式会社　フクダ電子株式会社　三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社　株式会社ムサシ
ムラテック株式会社　株式会社モリサワ　コニカミノルタヘルスケア株式会社　コニカミノルタ株式会社

コニカミノルタでワンストップ
ワークスタイルの変革をご提案します

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！

■出展内容の一部をご紹介します
複合機bizhub シリーズ

bizhub PRESS C1060

IT-Guardians

有機 EL 照明活用例

DR( デジタルラジオグラフィ )

自動スキャン分光測色計：FD-9

蛍光分光濃度計：FD-7

照度計：T-10A

超音波診断機器

医療・ヘルスケア分野の ICT を活用した連携サービス

マイナンバー制度義務化対策

ストレスチェック制度義務化対策

IT 資産管理・情報漏えい対策ツール LanScope Cat

bizhub を利用した保険代理店様向け、文書管理システム

一般向け AEDのご紹介とコーチング

防犯セキュリティシステム I-NEXT

　昨年の bizhub Fair では弊社東京本社の移転リニューアルについて
ご覧頂きましたが、今回は九州支店、私共のオフィスをリニューアル
し、支店のメンバー全員が働き方の変革を行いました。

　リニューアルとしてオフィスレイアウトの大幅変更、オフィス家具
の入れ替えなどを行いましたが本当に見て頂きたいのはそこではあり
ません。
　今回、リニューアルに伴い私たちはまず「働き方変革 PT」を立ち
上げ議論を重ね、現状の課題解決に取り組みました。
自分たちの【働き方】を変革することにより、自ら実践したことをお
客様に提供し、感動して頂ける企業になる。それを目標と致しました。
　変わったのはオフィスレイアウトではなく【働き方】です。
今回の私たちの取り組みを是非ご覧ください。

外出先でも外出先でもオフィスでもオフィスでも 自宅でも自宅でも

介護・福祉・医療のトータルヘルスケアソリューションほのぼのシリーズ

インバウンド施策ツール

バリアブルプリントソリューション

金型不要のカッティングプロッタ FC4550-50

様々な分野での今現在、最新の情報をお届けします。
是非ご来場ください。

＜順不同　敬称略＞

nextQprojectnextQproject
nextQ プロジェクトとは？
九州支店をリニューアルする「働き方を変革する」プロジェクト名です。
働き方変革により、『みんなで九州の新しい時代を築こう！』という
思いが込められています。
九州新幹線の「九州をひとつに」というフレーズにあやかりロゴのモチー
フを桜としました。nextQ の桜は福岡、佐賀、大分、長崎、宮崎、熊本、
鹿児島、沖縄の 8県を一つにしたいと考えています。



２月９日（火）

□ セミナー1
(10：30～11：15)

オフィス保管文書を6割削減した自社実践事例と、
保管文書ゼロ化を目指すフレームワークとその課題について
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 ドキュメントソリューションG リーダー 佐藤 憲一

□ セミナー2
(13：00～14：00)

オールインワンサービスで義務化対応も安心！ストレスチェック対応業務の実現方法
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3
(15：00～16：00)

ＲＯＡ向上 コニカミノルタのROA向上は一味違う
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 副本部長 別府 幹雄

２０１６年２月５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 ２０１６年２月９日（火）・１０日（水）

会 場 福岡ファッションビル ８F （※連日共通）
【住所】福岡市博多区博多駅前2-10-19 【ＴＥＬ 】092-431-7531

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/bf2016
『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。
※会場の駐車場をご用意出来ませんので、公共交通機関（電車・バス等）をご利用ください。

２月１０日（水）

□ セミナー4
(10：30～11：30)

営業力強化の現場 自社実践事例
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 副本部長 別府 幹雄

□ セミナー5
(13：00～14：00)

包容力リーダーシップ
講師：日本GE株式会社 人事本部 マネージャー 西村 忠洋

□ セミナー6
(15：00～16：00)

働き方変革を支える自社実践ソリューションのご紹介とご提案
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 本部長 新野 和幸



ＫＯＮＩＣＡＭＩＮＯＬＴＡ ｂｉｚｈｕｂ Ｆａｉｒ 2016 ｉｎ Ｆｕｋｕｏｋａ

「KONICAMINOLTA bizhub Fair2016」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
オフィス保管文書を6割削減した自社実践事例と、

保管文書ゼロ化を目指すフレームワークとその課題について
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 ドキュメントソリューションG リーダー 佐藤 憲一

10：30-11：15

2014年8月の本社移転を機にオフィス保管文書のゼロ化を目指しプロジェクトが発足。
約6割の保管文書を削減した自社実践事例をご紹介します。
また、本来の目標であった「保管文書ゼロ化」を実現すべく、2015年4月に専門組織が発足。
「ゼロ化」とはどういうことなのか？を整理し、実現の為のフレームワークと課題解決に
向けてのアプローチをご紹介させていただきます。

セミナー2 オールインワンサービスで義務化対応も安心！ストレスチェック対応業務の実現方法
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

50名以上の事業場に2015年12月から義務化されているストレスチェック制度。専門医との連携・社内体制の構築等、実施準備
には時間がかかり、人事総務担当者の負担は大きくなります。本セミナーではOBCの「OMSS+ストレスチェックサービス」により、
効率的に実施準備からストレスチェック受験・判定・分析までオールインワンで備えて頂ける実務対応についてご案内いたしま
す。

セミナー3 ＲＯＡ向上 コニカミノルタのROA向上は一味違う
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 副本部長 別府 幹雄

15：00-16：00

ROA（総資産利益率）とは企業の収益性を見る指標の１つですが、総資産がどれだけ効率的に使われているかの判断が可能
になる事より、経営者の皆様にとって【ROA向上】は大きな関心事でいらっしゃるかと存じます。
本セミナーでは、コニカミノルタが考えるROA向上と具体的なご支援メニューをご紹介させて頂きます。
売上向上、原価低減、販管費削減等の経営課題に対して、コニカミノルタしか出来ないご提案で解決致します。

セミナー会場（定員：各30名）２月９日（火）

セミナー4 営業力強化の現場 自社実践事例

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 副本部長 別府 幹雄

10：30-11：30

営業現場のモチベーションを最大化し、成果を生み出す仕組みとは？
本セミナーでは、目標をやりきるための仕掛けづくりと営業活動を支えるソリューションについて、社内実践事例を基に営業責任
者自らがお話しします。
◆仕掛けづくりとは：常に目標と現場行動がリンクしたＰＤＣＡサイクルの仕組みを確立することです。
◆多接点トップアプローチ：虎の穴研修
◆営業生産性向上：専任者バーチャル同行による件数アップ 、直行直帰による移動の効率化、レイアウトフリーによる営業＆
専任のコミュニケーション向上
◆暖かみのあるロングテールマーケティング、顧客関係力強化

セミナー5 包容力リーダーシップ(エンゲージメント)
講師：日本GE株式会社 人事本部 マネージャー 西村 忠洋

13：00-14：00

GEが求めるリーダーシップ

「全社員にリーダーシップが求められる」というGEにおけるリーダーシップの考え方をご紹介いたします。

エンゲージメント

GEのリーダーがより強い組織を作るために実践しているエンゲージメントのポイントを5つのスキルを通じてご紹介いたします。

セミナー6 働き方変革を支える自社実践ソリューションのご紹介とご提案
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 本部長 新野 和幸

15：00-16：00

本社移転から1年が経ち、働き方変革PTの効果は随所で見られるようになりました。本年度は中部支社を皮切りに全国の主要
拠点においても働き方変革を推進すべくオフィスレイアウトの変更から各種ソリューションの自社実践を推進しております。
当セミナーでは、この働き変革において自社実践中の各種ソリューションの内、代表的なソリューションの概要とその実際の効
果、そして、更なる生産性向上と働き方変革をもたらす新しいソリューションのご提案を説明させていただきます。

セミナー会場（定員：各30名）２月１０日（水）

セ ミナー開催のご案内


