
2013 . 11 . 7 thu

9：30～18：00 (17:30受付終了)

広島会場 ： メルパルク広島 6階

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 Presentation2013 広島 では、
「お客様と共に価値ある未来を切り拓くために」をテーマに、
４つの課題解決シナリオ［経営基盤強化・ワークスタイル変⾰・業務プロセス改⾰・
売上拡大］を中⼼にセミナーや展⽰を開催いたします。
このイベントを通して御社の課題解決へのヒントになれば幸いです。



プロフィール

会場：メルパルク広島 「桜」 （定員 ：各130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。

�10:00-11:30 E-SA5-1

※受付は講演開始２０分前からとなります

岩⽥ 松雄 ⽒
リーダーシップ コンサルティング代表
早稲⽥大学ビジネススクール講師
元スターバックスコーヒージャパン株式会社

代表取締役最⾼経営責任者

「勝てる組織を作るために」

ビジネススクールで経営を学び、転職先の外資系コンサルにてコカ・コーラの
コスト削減で実績を上げ、その後、経営者として3期連続赤字企業のアトラスを
ターンアラウンド、低迷していたTHE BODY SHOPを売上げ2倍に成功し、
再成⻑を加速。スターバックスでは売上げ⾼1000億円突破。
なぜ各企業で事業に成功することができたのかを、⽇本にはあまり存在しない、
「専門経営者」としての視点と経験よりお話しします。
また、⼀⾒華やかに⾒える経歴の裏で、出社拒否やノイローゼ、荒れる株主総会
など数々の挫折も経験しており、それらを乗り越えて学んだものもお伝えします

マツダにおける「自発的に共創する」会社づくりへの取り組み

⽵内 雄司 ⽒
マツダ株式会社
⼈事室 副室⻑

マツダでは、お客様にご提供できる価値を⾒つめなおすことを通じ、その「ブラ
ンド価値の向上」に取り組んでいる。「⼈材強化」の観点で、この活動はブラン
ド理念への強い共感を通じて、いかに、①⼀⼈ひとりの社員が「自発的」に考え
⾏動できるか、②異なる知識と経験を持った⼈たちが「1つのチームとして新た
な価値を創出（共創）」することができるか、組織、職場、社員における⾏動変
⾰を促す取り組みと⾔える。マツダでの取り組み事例を紹介し、受⾝と⾔われる
ことの多い職場や社員が、その自発性をフルに発揮し、新たな価値を創造する集
団へと成⻑できるのか、参加者の皆様と議論を深めたい。

失敗から学ぶリーダー論

都並 敏史 ⽒
元サッカー⽇本代表
サッカーコメンテーター

ベガルタ仙台、セレッソ大阪、そして横浜FC・・・数々のチームでの監督経験
において、失敗から得たことは現在の自分にとても大きな収穫を与えてくれた。
・失敗から何を得るのか
・失敗体験から、自分を向上させるヒントを得る
・真のリーダーとはどんな資質を持つのか
・成功できるリーダーシップとは

いわた まつお

�13:30-15:00 E-SA5-2

�16:00-17:30 E-SA5-3

たけのうち ゆうじ

つなみ さとし

※３０分以上お早めのご来場でコミュニケーション（展示）エリアの

課題解決ソリューションも合わせてご覧いただくことをおすすめ致します。

1984年マツダ株式会社に⼊社。以降、⼈事企画、⼈材開発を中⼼に⼀貫して⼈事畑の業務に従事。途中
1998年から4年間は、⽶国カリフォルニア州にある現地法⼈に国際⼈事マネージャーとして駐在した。
2012年より現職。グローバル⼈事と個別⼈事管理/⼈材開発などを担当している。
また、神⼾大学大学院経営学研究科の社会⼈Ph.Dコースに在学中で、モチベーションについて研究して
いる。

1961年⽣まれ。1980年読売クラブに⼊団し、19歳で⽇本代表に選出される。
その後、名門「ヴェルディ川崎」の名ディフェンダーとして、Jリーグの創成期から数々の輝かしい成績
を残し、1998年に 移籍先のベルマーレ平塚（現：湘南ベルマーレ）にて現役引退。
引退後はヴェルディ川崎ユース監督をはじめ、2005年にはベガルタ仙台監督、2006年セレッソ大阪監
督、2008年横浜FC監督など、10年以上牽引し、⽇本代表時代に培ったリーダーシップ⼒を大いに発揮
した。

外資系コンサルティング会社、⽇本コカ・コーラ役員を経て、ゲーム会社の株式会社アトラスの代表取
締役として、3期連続赤字企業をターンアラウンド、その後、株式会社イオンフォレスト（THEBODY 
SHOP Japan）の代表取締役社⻑としての売上倍増、スターバックスコーヒージャパン株式会社のCEO
として 業績向上等、“専門経営者”として確固たる実績を上げる。
それらの実績が認められ、UCLAより「Inspirational Alumni 100⼈」（※⽇本⼈で4⼈）に選出される。
現在真の経営者やリーダーの育成を目的にリーダーシップコンサルティングを設⽴し、数社のアドバイ
ザーや経営者のエグゼクティブコーチングを⾏なっている。

桜

プロフィール

プロフィール



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。

会場：メルパルク広島 「瀬戸」・「安芸」 （定員 ：各50名）

C-SE5-1コースＮｏ．
■■■■ １０１０１０１０：：：：１５１５１５１５～～～～１１１１１１１１：：：：１５１５１５１５

C-SE5-2コースＮｏ．
■■■■ １３１３１３１３：：：：００００００００～～～～１４１４１４１４：：：：００００００００

C-SE5-3コースＮｏ．
■■■■ １４１４１４１４：：：：３０３０３０３０～～～～１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０

C-SE5-4コースＮｏ．
■■■■ １６１６１６１６：：：：００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：００００００００

C-AK6-1コースＮｏ．
■■■■ １０１０１０１０：：：：４５４５４５４５～～～～１１１１１１１１：：：：４５４５４５４５

C-AK6-2コースＮｏ．
■■■■ １３１３１３１３：：：：１５１５１５１５～～～～１４１４１４１４：：：：１５１５１５１５

C-AK6-3コースＮｏ．
■■■■ １４１４１４１４：：：：４５４５４５４５～～～～１５１５１５１５：：：：４５４５４５４５

C-AK6-4コースＮｏ．
■■■■ １６１６１６１６：：：：１５１５１５１５～～～～１７１７１７１７：：：：１５１５１５１５

““WindowsWindows移行移行”” とと ““7 or 87 or 8選定選定”” のポイント大公開！のポイント大公開！

～XPはもう限界！タイムリミットまであとわずか！～

消費税消費税対応対応セミナーセミナー

社内ソーシャルの導入で社内ワークスタイル社内ソーシャルの導入で社内ワークスタイル

を変革し、高収益企業を目指すを変革し、高収益企業を目指す

～社内の働き方を変えるクラウドとタブレットの活用術～

ホームページアクセスアップセミナーホームページアクセスアップセミナー

～スマホ時代における、ソーシャルネットワークを活用した

アクセスアップの新基準とロングテール理論について～

広島県警が語るサイバー犯罪の現状と対策広島県警が語るサイバー犯罪の現状と対策

最新のバックアップ事情と最新のバックアップ事情と

快適なバックアップ環境の作り方快適なバックアップ環境の作り方

ワークワークフフローローを活用した業務改善のコツを活用した業務改善のコツ

～ワークフローは稟議書だけじゃない～

ＣＩＳセミナー

Customer Innovation Support service  Seminar

※受付は講演開始２０分前からとなります

瀬戸 安芸

リコージャパン株式会社

販売戦略本部 テクニカルサポート室

ITインフラ・SIグループ チーフ 小野 雄太

サイボウズ株式会社

フェロー 野水 克也 氏

アサクラソフト株式会社

WEB事業部 広島営業所

部長 浅倉 鉄平 氏

株式会社エイトレッド

プロダクトセールス

岡本 泰城 氏

谷川税理士事務所

税理士法人 共生会計 連携会計事務所

代表 谷川 治 氏

株式会社シマンテック

コマーシャル営業統括本部 ソリューションパートナー営業部

アカウントマネージャー 宮崎 陽平 氏

広島県警察本部

生活安全部 サイバー犯罪対策課

新庄 洋 氏

ここにある！明日のワークスタイルここにある！明日のワークスタイル

～外勤営業のモバイル＆クラウドによるワークスタイル変革

リコージャパン株式会社

販売戦略本部 ソリューション推進センター

ソリューション企画室 サービス企画グループ

リーダー 河村 光治

2014年4⽉に迫ったWindows XPのサポート終了。
Windows XPからの移⾏にともなう様々な疑問をマ
イクロソフト認定コンサルタントが解決します！
リコーグループ移⾏実践事例やコンサルティング事
例も大公開！

平成26年4⽉、平成27年10⽉にそれぞれ引き上げら
れる予定の消費税。いわゆる95%ル－ルの⾒直しも
⾏われており、これまで以上に複雑になると予想さ
れる会計業務を、消費税法改正をテ－マに、ポイン
トをご説明します。

ICTの急速な進展により、企業における仕事のやり
⽅は変化しています。
本セミナーでは、ワークフローを活用した業務改善
のコツを、具体的な導⼊事例を基に様々な利用シー
ンでのメリットをご紹介します。

ソーシャルメディアの活用が話題ですが、成功事例
は数少ないです。お⾦と代理店アイディアが勝負の
広告と違い、社内情報活用の差が結果に出ます。
ソーシャルメディアの活用事例をご紹介します。

営業の⽣産性・提案品質向上、情報活用をテーマに、
主に外勤営業の⼀⽇の活動における様々なお困り事
に対する、リコージャパンが考えるモバイル＆クラ
ウドを活用したワークスタイル変⾰による解決策を
ご紹介します。

サイバー犯罪のターゲット・被害は大企業ばかりで
なく中堅・中⼩企業にもおよんでいます。
広島県警察 サイバー犯罪対策課より、サイバー犯罪
の現状と被害にあわない為の対策を、事例を交えて
分かり易くご紹介します。

今バックアップに何が求められているのか、最新の
市場調査結果を元にご説明します。
またWindows Server 2012の新機能やSymantec
の最新ソフトウェアを使った快適なバックアップ環
境構築についてご紹介します。

Facebook、ツイッターのビジネスへの活かし⽅、
ビッグキーワードだけに頼らないアクセス数のアッ
プ⼿法、時代に対応した機能を搭載したサイトツー
ルの活用⽅法を、具体的な事例をもとにご紹介しま
す。

※３０分以上お早めのご来場でコミュニケーション（展示）エリアの

課題解決ソリューションも合わせてご覧いただくことをおすすめ致します。



会場のご案内

【会場】

メルパルク広島

MIELPARQUE HIROSHIMA

【交通案内】 access

�広島バスセンターより徒歩1分

�広島電鉄市内電車「紙屋町西」電停より徒歩1分

※メルパルク広島のエレベーターで

６Ｆ総合受付へお越しください。

※Value Presentation 2013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。

9:30-18:00

メルパルク広島 6Ｆコミュニケーションエリア [展示]

Communication Area

時代を切り拓くための「明日のワークスタイル」を、４つの大きな経営課題でゾーニングいたしました。

リコー最新ソリューション・新製品で実現できる姿を、各ブースで分かりやすくご案内いたします。

ワークワーク

スタイルスタイル

変革変革

売上拡大売上拡大

経営基盤経営基盤

強化強化

モデルオフィス

【住所】 Address

広島市中区基町6-36

業務業務

プロセスプロセス

改革改革

・スマートデバイス活用
・ワークプレイス改⾰
・グループウェア/ワークフロー構築
・Ｗｅｂポータル導⼊
・ビデオ/Ｗｅｂ会議サービス導⼊

・コア業務への集中
・セキュリティ対策/事業継続計画
・環境負荷削減
・販売管理

・ドキュメント管理の効率化
・ＩＴを活用した業務の効率化
・リコー実践ノウハウの応用

・お客様の売り上げ拡大のための業務
改⾰をご⽀援

・訴求⼒向上によるお客様の売上拡大
貢献

ワークスタイル
変⾰ゾーン

業務プロセス
改⾰ゾーン

売上拡大
ゾーン

経営基盤強化
ゾーン

Imagine.
change.

新製品
体感

コーナー
Net

RICOH

デジタル
カメラ


