
10/17wed 18 thu
10：00～18：00 (17:30受付終了)

広島会場 ： NTTクレドホール

株式会社リコー
リコージャパン株式会社

共催：中国リコー会・中国地区リコー販売店グループ

Value Presentation2012 では、これまでお客様と共に培って
きましたリコーグループの全ての価値を、セミナーや展示を通して
ご提供いたします。
ぜひ、御社の課題解決へのヒントを見つけてください。



ＮＴＴクレドホール11Ｆラウンジ （定員 ：各100名）エグゼクティブ セミナー
Executive Seminar

経営課題を解決した改革実践者による経営改革のヒントとなる事例やノウハウをご紹介する
セミナーです。

10/17（水） 10/18（木） ※受付は講演開始２０分前からとなります

10:30-12:00   E-1-1 10:30-12:00   E-2-1

※受付は講演開始２０分前からとなります

13:30-15:00   E-1-2 13:30-15:00   E-2-2

16:00-17:30   E-1-3 16:00-17:30   E-2-3

トレンドマイクロ株式会社
取締役副社長 日本地域担当 グローバルコンシューマビジネス担当
アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当

大三川 彰彦 氏

「ビッグデータ時代に問われる
企業の信用力」

～クラウド・モバイル・ソーシャルを

支えるテクノロジー～

1982年、日本ディジタルイクイップメント株式会社入社、マイクロソフト
株式会社を経て2003年、トレンドマイクロ株式会社入社。日本市場
における個人ユーザならびに企業ユーザ向けビジネスの総責任者であ
る執行役員 日本代表に就任。その後、2012年3 月、取締役副社
長に就任。日本市場向けのビジネスを統括する他、急成長が見込ま
れるアジア・ラテンアメリカ地域の営業推進に関する責任を持つ。

「今こそ経営の基本を徹底せよ!!」
～どんな時代もサバイバルする

会社の「社長力」～

経営コンサルタント

株式会社小宮コンサルタンツ 代表
小宮 一慶 氏

1957年、大阪府生まれ。経営コンサルタント。株式会社小宮コンサル
タンツ代表取締役。1981年京都大学法学部卒業後、東京銀行に
入行。1984年から2年間、米国ダートマス大学エイモスタック経営大学
院に留学しＭＢＡ取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやＭ
＆Ａに携わったのち、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティ
ングにあたる。この間、1993年にはUNTAC（国連カンボジア暫定統治
機構）選挙監視員として、総選挙を監視。1994年には日本福祉サー
ビス（現セントケア）企画部長として在宅介護の問題に取組む。2012
年、名古屋大学経済学部非常勤講師に就任。

「自分を鍛える、人を育てる」
～ゴルフを通して学んだこと～

プロゴルファー・作家

坂田 信弘 氏

1947年熊本県生まれ。いくつかの職を経て22歳の時にプロゴルファーを

目指すが、まずは基礎体力作りが必要と陸上自衛隊に入る。2年の

任期満了後、栃木県の鹿沼カントリー倶楽部に研修生として入社。3

年8カ月後の1975年9月プロテスト合格。1988年にはナイジェリアイバダ

ンオープン優勝。また1984年には執筆活動も始める。現在はプロゴル

ファー、作家、漫画原作者、坂田ジュニアゴルフ塾塾長として活躍中。

「日本のグローバル
リーダーシップへの挑戦」

～解き放て、日本の力！～

日本ヒューレット・パッカード株式会社
執行役員 エンタープライズグループ営業統括
中部・西日本支社長

西村 淳 氏

1959年東京都生まれ。1982年同社入社。1988年NTT営業本部 本部
長に就任。2001年ヒューレット・パッカード･ソリューションデリバリ株式会社
に出向。2002年ヒューレット・パッカードｻｰﾋﾞｽ営業統括本部第一営業本
部 本部長、マーケティング本部 本部長、通信・メディアソリューションズ統
括本部 本部長を兼務。2010年には執行役員として、西日本支社 支社
長を兼務。現在は執行役員兼中部・西日本支社 支社長を務める。

「マツダにおける『SKYACTIV技術』
開発思想と2020年への夢・Vision」

～走る歓びと優れた環境性能を

備えた車づくりを目指して～

マツダ株式会社
執行役員 商品企画・プログラム開発推進・デザイン・
アセアン戦略推進担当コスト革新担当補佐

藤原 清志 氏

内燃機関（エンジン）だけで高い燃費性能と走行性能を実現した、
「SKYACTIV技術」開発の責任者。1982年東洋工業株式会社（現マツ
ダ株式会社）に入社。クルマのレイアウト等を担当した後、2003年にマツダ
モーターヨーロッパ副社長に就任。その後、商品企画等を経て、2007年に
パワートレイン開発本部長に就任。「SKYACTIV」のエンジン、トランスミッ
ションの開発を統括した。2012年より現職。同社が目指すワクワクするデザ
インと走行性能、環境性能に優れたより良い車づくりの為、日々邁進する。

「5人の経営者が語るクラウド経営」
～クラウドで変えたかった仕事とは？～

サイボウズ株式会社
フェロー

野水 克也 氏

1989年新卒で入社したプロダクションでテレビカメラマン（途中よりディレク

ター兼務）を勤め、報道からワイドショー、ドキュメンタリー、情報番組など

多様な雑学と取材テクニックを学ぶ。1995年に実家の零細建設業に入

り半年後に代表取締役となる。業界団体の県統一積算プログラムの開

発プロジェクトのリーダーを務めた際に本格的にITに興味を持つ。2000年

、中小企業でのインターネット普及の可能性を感じて、サイボウズ株式

会社入社。IT業界一でベタだった広告宣伝を担当した後、営業マネジ

ャー、製品責任者、マーケティング部長を歴任して現職へ。



2012年10月18日(木)

A-2-1コースＮｏ．■ １０：１５～１１：１５

A-2-2コースＮｏ．■ １３：００～１４：００

A-2-3コースＮｏ．■ １４：４５～１５：４５

A-2-4コースＮｏ．■ １６：１５～１７：１５

B-2-1コースＮｏ．■ １０：４５～１１：４５

B-2-2コースＮｏ．■ １３：１５～１４：１５

B-2-3コースＮｏ．■ １５：００～１６：００

B-2-4コースＮｏ．■ １６：３０～１７：３０

変化する働き方に対応するクラウド型労務管理とは！
-ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ～指静脈/ＩＣｶｰﾄﾞ活用労務管理について-

アマノビジネスソリューションズ株式会社 近畿事業部

部長 谷本 明彦 氏

標的型攻撃対策の決定版！！
進化を続ける攻撃に新たなアプローチ

トレンドマイクロ株式会社 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 部長代行 大田原 忠雄 氏

業務の効率化！ワークフロー実践事例紹介
～実践事例から学ぶワークフロー導入のコツ～

株式会社エイトレッド プロダクトセールス

マネージャー 稲瀬 敬一 氏

700名の営業スタイルを変革したリコージャパンの実践事例
～直行・直帰のワークスタイルで実現した

仕事の効率アップとコスト削減～

リコージャパン株式会社 ＭＡ事業本部 プロセス革新部

リーダー 高橋 達哉

企業に求められる省電力とTCO削減オフィス
～震災から学んだ節電対策について～

リコーテクノシステムズ株式会社
ソリューションサービス統括本部 ソリューション推進センター ＳＯＤ推進部

マネージャー 山形 起生

製造5Sの『数値化』による『見える化』
～利益創出の源は5Sだ！～

リコーマイクロエレクトロニクス株式会社 生産室 CIS推進グループ

リーダー 田中 久夫

『NETIS登録技術』
土木工事におけるリスクアセスメントの自動化

株式会社コンピュータシステム研究所 広島営業所

所長 三波 義明 氏

企業価値を高める新しい次世代メディア
『社長.tv』

株式会社 ディーノシステム

代表取締役 中島 一明 氏

今日の企業が抱える様々な課題に対して、リコーグループが自ら実践してきたこと、またトレンドに対応したＩＣＴの活用事
例をご紹介するセミナーです。

2012年10月17日(水)

ＮＴＴクレドホール11Ｆ （定員 ：各30名）

A-1-1コースＮｏ．■ １０：１５～１１：１５

A-1-2コースＮｏ．■ １３：００～１４：００

A-1-3コースＮｏ．■ １４：４５～１５：４５

A-1-4コースＮｏ．■ １６：１５～１７：１５

B-1-1コースＮｏ．■ １０：４５～１１：４５

B-1-2コースＮｏ．■ １３：１５～１４：１５

B-1-3コースＮｏ．■ １５：００～１６：００

B-1-4コースＮｏ．■ １６：３０～１７：３０

次期 Windows Server の概要
～Windows Server 2012 とHyper-V～

日本マイクロソフト株式会社

導入事例で実感！情報セキュリティ対策
～SKYSEA Client View活用事例のご紹介～

Sky株式会社 ICTソリューション事業部システムサポート部

インストラクションマネージャー 近藤 由佳子 氏

リコージャパンにおけるiPad展開
～活用実践事例と効果的導入方法のご紹介～

リコージャパン株式会社 ソリューションマーケティング本部 ソリューション推進室

マネージャー 鶴野 アンドレイエム

新・リコークラウドドキュメントサービスによる
スマートデバイス印刷ニーズ対処法

リコージャパン株式会社 ソリューションマーケティング本部

通信・コミュニケーションセンター リーダー 岡本 省吾

見える化による継続的なオフィス改善セミナー
～収益性向上につながる～

リコージャパン株式会社 MDS事業センター 営業支援室

LA業種支援グループ 長井 聡

クラウド型遠隔コミュニケーションで、製造業に知的
創造と競争力の向上を ～リコーグループ UCS実践事例のご紹介～

リコージャパン株式会社 NM事業本部 UCS・PJS事業推進室

マネージャー 田澤 昭一

法人におけるクラウド活用のあり方

日本アイ・ビー・エム株式会社 パートナー＆広域事業部 クラウド事業推進

藤井 淳 氏

介護事故対策セミナー

株式会社コンピュータシステム研究所 福祉事業課

課長 隈 康成 氏

ＣＣＳセミナー
CCS Seminar

※受付は講演開始２０分前からとなります



会場のご案内

会場 ＮＴＴ クレドホール
NTT CRED HALL

基町クレド・パセーラ11階

広島市中区基町6-78

交通案内 access
広島バスセンターより徒歩1分
アストラムライン「県庁前駅」より徒歩1分
市内電車「紙屋町」電停より徒歩1分

※パセーラのエレベーターにて11Fへお越しください。
※Value Presentation 2012専用の駐車場はご用意し

ておりません。

※事前に弊社担当より「入場票」をお届けします。
当日は「入場票」をお持ちください。

2012年10月17日(水)・18日（木） 10:00-18:00

ＮＴＴクレドホール 11Ｆコミュニケーションエリア [展示]
Communication Area

お客様と共に解決してきた、改善・改革事例やリコーグループの実践事例をご紹介いたします。

ドキュメント周りの業務効率化を
ご提案

モバイル＆クラウドによるワーク
スタイルシフトの実現

通信とビジュアルが融合したコ
ミュニケーション活用

お客様のビジネスをサポートする
総合インターネットサービス
「NetRICOH」

BCP&持続可能な社会の実現

↓

↓

CCS
ｾﾐﾅｰA
会場

CCS
ｾﾐﾅｰB
会場

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ
ｾﾐﾅｰ会場

ウェルカム
エリア

↓
↑

↓
↑


