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理研産業株式会社 本社ビル 

 電停/バス停「市役所前」から徒歩３分 

〒730-0051 広島市中区大手町4-6-27 

TEL:082-241-3101 

 事前予約制 オフィス見学ツアー CSR相談コーナー 

オフィスの課題を様々な手法と工夫を重ねて改善効果を生み出した実際のオフィスをご案内いたし

ます。整理整頓されただけでなく、コスト削減・業務時間削減・オフィススペース拡大等を実

現！！同じようなお悩みをお抱えのお客様にオフィス改善の一助となります。 

  キヤノンマーケティングジャパン オフィスツアー 

散在する書類の山・大量の契約書・あの書類はどこに…？ 

Before After 

目的やシーンに合わせたオフィス環境を創り出す。場の移転・思考の転換で「モードをチェンジす

る！」。個人（ひとりで）や組織（みんなで）の思考から創造できるような空間をライブオフィス

で実感できます。 

  イトーキ ライブオフィス見学 

 知識創造活動の視点から見た職場環境「思考から創造へ」の活性を支援 

実務を担当されていて、困っている事、誰かに聞いてみたい事が、ありませんか？ 

事業活動上、考えなければならないリスクや遵守しなければならない法規制は、数多くあります。 

何からどのように取り組んでいけばいいのか、当社ＣＳＲ室の職務、そこで培われたノウハウや事

例をご紹介します。事前にご予約の上、ご質問・ご要望をおきかせください。 

また、当日も時間の許す限り、相談コーナーにて承ります。お気軽にお声かけください。 

  ＣＳＲ相談コーナー 

ＩＳＯ事務局・コンプライアンスの担当者による解説・事例紹介 

所要時間：約１時間 

場  所：理研産業本社ビル １F 

所要時間：約１時間 

場  所：広島市中区大手町3-7-5 

     広島パークビル 4F 

     （株）イトーキ 

所要時間：約１時間 

場  所：広島市中区大手町3-7-5 

     広島パークビル 12F 

     キヤノンマーケティングジャパン(株) 
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理研まるごとフェア 

「あっ！これだ！！」が必ず見つかる 

2016年2月9日(火)・10日(水) 

9：30～17：30 ※9日はセミナーのみ19：00まで 

ご来場 

特典 

ご来場 

特典 
紅 白 も み じ やまだ屋 

ご来場のお客様へ 
「紅白もみじ」をお１つプレゼント！ 

まるごと 

お楽しみ抽選会もご用意しております！ 

 

 ●ＵＳＪペアチケット 

   ●日帰り温泉ペア食事付 

  その他 
※内容を変更する場合もございます。 



体験する 

聞く 

見る 

拝啓 貴社ますますご隆盛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、厚くお礼申し上げます。 

 弊社は昭和１４年の創業以来、感光紙の販売から始まり、複合

機などのＯＡ機器販売を中心に事業を展開してまいりました。ＩＣ

Ｔ技術の進歩や私達を取り巻く環境の変化により、事業に対する

価値観やワークスタイルが多様化しています。そこで今、私達は

お客様のご要望に合ったご提案をワンストップサービスとして行

うことがより重要だと考えております。 

 この度は「理研まるごとフェア」と題し、弊社の事業内容や最新

機器・サービスをあますところなく“体感”していただける展示会

を開催する事といたしました。 

 今回のフェアは５つのテーマからお客様のお役に立ちたいとい

う想いで企画しております。これまでとは一味違う商品・サービス

や弊社社内事例を含めて「あっ！これだ！！」が見つかる機会

としていただければ幸いです。 

 ご多用中とは存じますが、皆様のご来場を社員一同心よりお待

ちいたしております。 

敬具 

理研産業株式会社  

代表取締役社長 久保田 勝彦 

理研産業 本社ビルにてフェアを開催 

写真撮影の基礎的な要素（露出・交換レンズ・ホワイトバランス・ピクチャースタイ

ル等）についてＥＯＳ学園講師より分かりやすく解説していただきます。 

プロの撮影テクニックの習得で、今日からあなたの写真が変わります！ 

16：00～17：30 

6階 604会議室 

定員：３０名 

ＥＯＳ学園講師が教える 

デジタル一眼レフカメラ撮影テクニック基礎講座 

～プロフォトグラファー  山本 学 氏～ 

現役、コーチとして６度のリーグ優勝、３度の日本一に立ち会った木下氏。 

普段は聞けない選手・コーチ・二軍監督時代のエピソード・カープ裏話をお話しいただきま

す。「二軍でも勝負にこだわって育てる。競った試合に勝って、初めて一軍で通用する力が

身につく。」など勝利に導く哲学もお話しいただく、野球ファンには必聴のセミナーです。 

14：00～15：00 

6階 604会議室 

定員：４０名 

まるごとカープ談話 

～元カープ選手 木下 富雄 氏～ 

税法の専門家である光廣代表が、普遍的に決算にあたって留意すべき点や、大きく利益が出た

年度、または赤字の年度において、必ず検討していただきたいポイントをわかりやすくご紹介

いたします。本セミナーによって、安心して決算期を迎えていただければ幸いです。 

奮ってご参加ください。 

10：30～11：30 

6階 604会議室 

定員：３０名 

平成28年度の税制改正と中小企業の節税対策 

～株式会社オフィスミツヒロ 光廣税務会計事務所 

  代表取締役・税理士 光廣 昌史 氏～ 

２月１０日（水） 

各セミナーには定員がございます 

先着順にて受付をしております 

２月９日（火）２月９日（火）  

「リーダーに必要なコーディネート力」というテーマで、創業３２年全国で有数

のセレクトショップの代表として常に走り続ける竹中代表と広島の新しい価値と

魅力をつくりだすことを目的に様々な商品開発を手掛ける牛来代表の対談形式の

セミナーです。リーダーにふさわしいファッションの話から経営学まで、リー

ダーを志す方にも必聴です。 

15：30～16：30 

6階 604会議室 

定員：３０名 

ビジネススタイル対談   リーダーに必要なコーディネート力 

～株式会社ザ・ステージ  代表取締役 竹中 敏治 氏～ 

～株式会社ソアラサービス 代表取締役 牛来 千鶴 氏～ 

ウイルス感染によるネットバンキングの不正送金や不正アクセス、標的型メールの被害な

ど、サイバー犯罪は後を絶ちません。企業としていったい、どのような対策をおこなうべ

きなのか、広島県の現状をもとに、解説していただきます。 

また本セミナーでは、ウイルス感染したパソコンのデモもおこないます。ウイルス感染の

危険性をご確認ください！ 

13：30～14：30 

6階 604会議室 

定員：３０名 

セキュリティ対策セミナー ウイルス感染の恐怖 

～広島県警察本部 生活安全部 サイバー犯罪対策課～ 

17：00～19：00 

6階 604会議室 

定員：２０名 

いまどきの焼酎試飲会＆ビジネス交流会  

 経営者層向け焼酎利き酒交流会  
～株式会社酒商山田 取締役 森澤 賢吾 氏～ 

元気な会社を作るためには、人材づくりが重要です。どれだけ、よい商品・潤沢な資金・十分な設

備が整っていたとしても、それらを活かす組織と人材がなければ利益を生むことはできません。 

専門の人事担当者がいない経営者の方々や、管理を任されている人事担当者の方々へ、社員の納得

性の高い、元気な会社を作るための人事制度について解説していただきます。また、人事制度を作

るときに活用できる助成金情報もございます。  

10：30～11：30 

6階 604会議室 

定員：３０名 

元気な会社を作るための人事制度とは 

～株式会社ユアーズブレーン 社会保険労務士 粟田 房子 氏～ 

講師に株式会社酒商山田の森澤氏を迎え、普段あまり聞く事の出来ない焼酎のお話と珍しい焼酎

を味わう事が出来る会です。以前「社長.ｔｖ」にご出演の方々向けに開催し、ご好評いただい

たため、第２弾を理研まるごとフェアで開催します。 

講演後は、「お酒」をキーワードに集まっていただいた経営者層の方々にビジネス交流を図って

いただききたく時間を設けております。 

 セミナー 

会費：会費：会費：5,0005,0005,000円円円   

理研産業と各メーカーが集結し 

多種多様な製品をご紹介！ 
 

様々な製品やサービスを展示しております。 

業務効率化やコスト削減につながる新たな発

見やアイディアの宝庫です！ 

お客様の業務に役立つノウハウをご紹介いた

します。 

実は盲点！？空間を変えると 

働き方が変わる！ 
 

オフィスの空間づくりは、ほんの少しの工夫で

働きやすい空間に大変身！ 

現在のオフィスを見直し、快適な空間をご提案

いたします。 

企業が抱える脅威から 

守ります！ 
 

オフィスのセキュリティ対策は必要不可欠で

す。ネットワークセキュリティ対策や、防犯対

策などをご体験ください。健康や救命に備える

対策もご紹介いたします。 

話題の製品が勢ぞろい！ 

 
各メーカーが自慢の最新技術を搭載した製品

をご紹介いたします。今まで経験したことの

ない驚きの体験をご用意しております。この

機会にぜひ最新技術をご覧ください！ 

セミナー・ＣＳＲ相談コーナー・

社内取り組みをご紹介！ 
 

多種多様なセミナーをいくつかご用意しており

ます。各分野の専門家のお話は必聴です！ 

また、ＣＳＲ相談コーナーでは、お客様のご相

談にお応えします。 

開催テーマ開催テーマ開催テーマ   

イベントスケジュールイベントスケジュールイベントスケジュール   

9：30～17：30 

10：30～

11：30 

13：30～

14：30 

15：30～

16：30 

17：00～19：00 

※会費5,000円 

10：30～

11：30 

14：00～

15：00 

本社ビル１～６階を利用し、本社ビル１～６階を利用し、  

テーマごとに開催しております。テーマごとに開催しております。  

16：00～ 

17：30 

人事制度 セキュリティ対策 コーディネート力 経営者向け試飲会 

税制・節税 カープ談話 写真撮影講座 



 

印刷・製本 

理研産業にお任せください！ 

 もっと業務効率化！！ 

少部数でのコピー・様々な印刷業務・封入…何でもお任せ下さい！ 

通常はセキュリティ管理していますので入室出来ませんが、今回は

特別に作業場の様子をご覧いただけ

ます。熟練社員による製本・折りの

実演を行います。 

★作業実演時間 

 ・10：30～ ・11：30～ 

 ・13：30～ ・14：30～ 

 ・15：30～ ・16：30～ 

えつ！理研産業って、データ出力・製本・印刷もやってるの？ 

建設・製造・土木・福祉関係も 

専用ソフトで解決！ 

まるごと業務革新 

 展 示・体 験 

複合機やソフトなどで 

コストダウン・業務効率ＵＰ！！ 

複数のメーカーから様々な専用ソフトをご用意 

原価管理、施工計画、安全管理、生産管理、ＣＡＤなどの苦労して

いた処理が専用ソフトで改善！ 

多彩な素材へダイレクトにプリント出来ます。 

布製品には刺繍も出来ます。 

プリンタブルの世界をご覧ください！ 

ＦＡＸ・ＰＤＦ・クラウド・電子化など日常業務の改善に！ 

複合機の機能や専用ソフトを利用することで、日常業務の効率

アップや用紙・印刷コストなどの削減を実現できます。 

 先進技術との出会い 

会議のカタチはここまで変わる！ 

３Ｄプリンタ・３Ｄスキャン体験！ 

３Ｄスキャン体験 

自身の体を３Ｄスキャンする体験ができます。 

まるごと先進技術 

体験 

話題のあの製品もご覧いただけます！ 

業務改善 

業務支援 

通販 

スマートグラス・３６０°撮影カメラ・空撮ドローン 

ワンショットで３６０°撮影が可能なカメラや話題の

ドローンの展示。 

小型タイプのドローンは実際に飛

行する時間も設けております。 

展示（一部） 

・複合機，プリンタ 

・業種業務アプリ 

・ｉｍａｇｅＷＡＲＥ 

・使えるホームページ 

 

・製本機， 穴あけ機， ＰＯＤ 他 

・オルフィス＋くるみ製本 

・ガーメントプリンタ，刺繍機 

・ｉｍａｇｅＰＲＥＳＳ Ｃ８００ 

 

・＠ｏｆｆｉｃｅ 

・ＮｅｔＲＩＣＯＨ 

展示（一部） 

・Ｌｅｔ’Ｓ ＮＯＴＥ， ＴＯＵＧＨＰＡＤ 

・Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ， Ｓｕｒｆａｃｅ 

・モバイルプロジェクタ 

 

・紙アプリ， プロジェクションマッピング   

 ＵＣＳ，ＩＷＢ連携 

・ウェアラブルカメラ 

・ＭＯＶＥＲＩＯ スマートグラス 

 

・３Ｄフィギュアシステム 

・３Ｄプリンタ 

 

・ドローン（空撮映像有り） 

モバイル 

コミュニケーション 

３Ｄ 

トレンド 

会議やプレゼンの効率化を実現！ 

持ち運びが出来るテレビ会議システムやテレビ会議で投影

されたデータに電子ペンで書き込みや情報共有も！！ 

実演 

実演 

 

空間創りのヒントここにあり！ 

オフィスをまるごとデザイン！ 

レイアウト変更、引越しの準備って？電話・パソ

コン・プリンタ配線などなど… 

オフィスの空間創りに必要なことを分かりやすく

ご紹介いたします！ 

近未来のワークスタイルはこう変わる！ 

１０年後、２０年後… 

働き方はどのように変わっていくのか？ 

働き方の未来をご紹介いたします！ 

オフィスをまるごとデザイン！ 

まるごと空間創り 

展示（一部） 

・入退室管理，ロケーションフリー印刷 

 

・ＳＫＹＳＥＡ＋ＮＳＫ＋ＥＳＥＴ 

・ＵＴＭ 

・静脈認証 

 

・ＲｉＣＳＡ，ＲｉＣＳＡ ＨＯＭＥ  

 

・顔認証防犯システム 

・ネットワークカメラ 

・電話防犯機能 

・ホームセキュリティ，防災グッズ 

・ＡＥＤ 

 

・血圧計，フィットネストラッカー 

・ラクニエ 

  今のままで安心…？ 

情報セキュリティ対策は今や必須！ 

解決手段を発見しよう！ 

サポートサービス 災害・健康対策出来ていますか？ 

オフィスのあらゆる出入口守られていますか？ 

インターネットからのウイルス検知・危険サイトへのアクセ

ス、電子メールや入退室などあらゆる危険要因に対策を！ 

当社のサポートサービスをご紹介！ 

パソコンや周辺機器の予期せぬトラブルが発生した際、原因を究明

しハードウェアの故障、ソフトウェアの不具合などの判断を、専門

サポートエンジニアにて対応し、業務ストップ時間短縮のお手伝い

をいたします。 

 

 当社の取り組み・セミナー 

まるごと安心安全 

まるごとガッテン 

着るだけで、 

腰の負担が楽になる。 

防災グッズやＡＥＤ、血圧計など備えあれば患いなし！ 

ネットワークカメラ 

     セミナー開催 

Before 

After 

当社の１階 

当社の取り組み 

オフィス体験 

情報セキュリティ 

防犯･災害 

サポート 

健康管理 

お役立ちセミナーを多数開催！ 

今回だけ?!ぜひとも受講いただきたいセミナー

が盛りだくさん！ 

 
※セミナー詳細は次ページをご確認ください。 

 

理研産業の歩みや取り組みをご紹介！ 

当社の７７年にわたる歴史をはじめ、社内にて

取り組んでいるセキュリティ対策・環境活動・

６Ｓ活動や胡会（社員互助会）の活動をご覧く

ださい。 

改めて「理研産業」という企業を知っていただ

ければ幸いです。 

様々なネットワークカメラで館内の様子をご覧ください！ 

実際に当社他拠点を専用線で接続したリアルタイム監視画像もご覧い

ただけます。機能も仕様も様々！用途に応じてご提案いたします。 

１台で全方位 

３６０°/１８０°を撮影 

小さなサイズで 

スマートに 複数拠点も 

１画面で確認可能 

 

印刷・製本 

理研産業にお任せください！ 

 もっと業務効率化！！ 

少部数でのコピー・様々な印刷業務・封入…何でもお任せ下さい！ 

通常はセキュリティ管理していますので入室出来ませんが、今回は

特別に作業場の様子をご覧いただけ

ます。熟練社員による製本・折りの

実演を行います。 

★作業実演時間 

 ・10：30～ ・11：30～ 

 ・13：30～ ・14：30～ 

 ・15：30～ ・16：30～ 

えつ！理研産業って、データ出力・製本・印刷もやってるの？ 

建設・製造・土木・福祉関係も 

専用ソフトで解決！ 

まるごと業務革新 

 展 示・体 験 

複合機やソフトなどで 

コストダウン・業務効率ＵＰ！！ 

複数のメーカーから様々な専用ソフトをご用意 

原価管理、施工計画、安全管理、生産管理、ＣＡＤなどの苦労して

いた処理が専用ソフトで改善！ 

多彩な素材へダイレクトにプリント出来ます。 

布製品には刺繍も出来ます。 

プリンタブルの世界をご覧ください！ 

ＦＡＸ・ＰＤＦ・クラウド・電子化など日常業務の改善に！ 

複合機の機能や専用ソフトを利用することで、日常業務の効率

アップや用紙・印刷コストなどの削減を実現できます。 

 先進技術との出会い 

会議のカタチはここまで変わる！ 

３Ｄプリンタ・３Ｄスキャン体験！ 

３Ｄスキャン体験 

自身の体を３Ｄスキャンする体験ができます。 

まるごと先進技術 

体験 

話題のあの製品もご覧いただけます！ 

業務改善 

業務支援 

通販 

スマートグラス・３６０°撮影カメラ・空撮ドローン 

ワンショットで３６０°撮影が可能なカメラや話題の

ドローンの展示。 

小型タイプのドローンは実際に飛

行する時間も設けております。 

展示（一部） 

・複合機，プリンタ 

・業種業務アプリ 

・ｉｍａｇｅＷＡＲＥ 

・使えるホームページ 

 

・製本機， 穴あけ機， ＰＯＤ 他 

・オルフィス＋くるみ製本 

・ガーメントプリンタ，刺繍機 

・ｉｍａｇｅＰＲＥＳＳ Ｃ８００ 

 

・＠ｏｆｆｉｃｅ 

・ＮｅｔＲＩＣＯＨ 

展示（一部） 

・Ｌｅｔ’Ｓ ＮＯＴＥ， ＴＯＵＧＨＰＡＤ 

・Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ， Ｓｕｒｆａｃｅ 

・モバイルプロジェクタ 

 

・紙アプリ， プロジェクションマッピング   

 ＵＣＳ，ＩＷＢ連携 

・ウェアラブルカメラ 

・ＭＯＶＥＲＩＯ スマートグラス 

 

・３Ｄフィギュアシステム 

・３Ｄプリンタ 

 

・ドローン（空撮映像有り） 

モバイル 

コミュニケーション 

３Ｄ 

トレンド 

会議やプレゼンの効率化を実現！ 

持ち運びが出来るテレビ会議システムやテレビ会議で投影

されたデータに電子ペンで書き込みや情報共有も！！ 

実演 

実演 

 

空間創りのヒントここにあり！ 

オフィスをまるごとデザイン！ 

レイアウト変更、引越しの準備って？電話・パソ

コン・プリンタ配線などなど… 

オフィスの空間創りに必要なことを分かりやすく

ご紹介いたします！ 

近未来のワークスタイルはこう変わる！ 

１０年後、２０年後… 

働き方はどのように変わっていくのか？ 

働き方の未来をご紹介いたします！ 

オフィスをまるごとデザイン！ 

まるごと空間創り 

展示（一部） 

・入退室管理，ロケーションフリー印刷 

 

・ＳＫＹＳＥＡ＋ＮＳＫ＋ＥＳＥＴ 

・ＵＴＭ 

・静脈認証 

 

・ＲｉＣＳＡ，ＲｉＣＳＡ ＨＯＭＥ  

 

・顔認証防犯システム 

・ネットワークカメラ 

・電話防犯機能 

・ホームセキュリティ，防災グッズ 

・ＡＥＤ 

 

・血圧計，フィットネストラッカー 

・ラクニエ 

  今のままで安心…？ 

情報セキュリティ対策は今や必須！ 

解決手段を発見しよう！ 

サポートサービス 災害・健康対策出来ていますか？ 

オフィスのあらゆる出入口守られていますか？ 

インターネットからのウイルス検知・危険サイトへのアクセ

ス、電子メールや入退室などあらゆる危険要因に対策を！ 

当社のサポートサービスをご紹介！ 

パソコンや周辺機器の予期せぬトラブルが発生した際、原因を究明

しハードウェアの故障、ソフトウェアの不具合などの判断を、専門

サポートエンジニアにて対応し、業務ストップ時間短縮のお手伝い

をいたします。 

 

 当社の取り組み・セミナー 

まるごと安心安全 

まるごとガッテン 

着るだけで、 

腰の負担が楽になる。 

防災グッズやＡＥＤ、血圧計など備えあれば患いなし！ 

ネットワークカメラ 

     セミナー開催 

Before 

After 

当社の１階 

当社の取り組み 

オフィス体験 

情報セキュリティ 

防犯･災害 

サポート 

健康管理 

お役立ちセミナーを多数開催！ 

今回だけ?!ぜひとも受講いただきたいセミナー

が盛りだくさん！ 

 
※セミナー詳細は次ページをご確認ください。 

 

理研産業の歩みや取り組みをご紹介！ 

当社の７７年にわたる歴史をはじめ、社内にて

取り組んでいるセキュリティ対策・環境活動・

６Ｓ活動や胡会（社員互助会）の活動をご覧く

ださい。 

改めて「理研産業」という企業を知っていただ

ければ幸いです。 

様々なネットワークカメラで館内の様子をご覧ください！ 

実際に当社他拠点を専用線で接続したリアルタイム監視画像もご覧い

ただけます。機能も仕様も様々！用途に応じてご提案いたします。 

１台で全方位 

３６０°/１８０°を撮影 

小さなサイズで 

スマートに 複数拠点も 

１画面で確認可能 



２月９日（火）２月９日（火）  

「リーダーに必要なコーディネート力」というテーマで、創業３２年全国で有数

のセレクトショップの代表として常に走り続ける竹中代表と広島の新しい価値と

魅力をつくりだすことを目的に様々な商品開発を手掛ける牛来代表の対談形式の

セミナーです。リーダーにふさわしいファッションの話から経営学まで、リー

ダーを志す方にも必聴です。 

15：30～16：30 

6階 604会議室 

定員：３０名 

ビジネススタイル対談   リーダーに必要なコーディネート力 

～株式会社ザ・ステージ  代表取締役 竹中 敏治 氏～ 

～株式会社ソアラサービス 代表取締役 牛来 千鶴 氏～ 

ウイルス感染によるネットバンキングの不正送金や不正アクセス、標的型メールの被害な

ど、サイバー犯罪は後を絶ちません。企業としていったい、どのような対策をおこなうべ

きなのか、広島県の現状をもとに、解説していただきます。 

また本セミナーでは、ウイルス感染したパソコンのデモもおこないます。ウイルス感染の

危険性をご確認ください！ 

13：30～14：30 

6階 604会議室 

定員：３０名 

セキュリティ対策セミナー ウイルス感染の恐怖 

～広島県警察本部 生活安全部 サイバー犯罪対策課～ 

17：00～19：00 

6階 604会議室 

定員：２０名 

いまどきの焼酎試飲会＆ビジネス交流会  

 経営者層向け焼酎利き酒交流会  
～株式会社酒商山田 取締役 森澤 賢吾 氏～ 

元気な会社を作るためには、人材づくりが重要です。どれだけ、よい商品・潤沢な資金・十分な設

備が整っていたとしても、それらを活かす組織と人材がなければ利益を生むことはできません。 

専門の人事担当者がいない経営者の方々や、管理を任されている人事担当者の方々へ、社員の納得

性の高い、元気な会社を作るための人事制度について解説していただきます。また、人事制度を作

るときに活用できる助成金情報もございます。  

10：30～11：30 

6階 604会議室 

定員：３０名 

元気な会社を作るための人事制度とは 

～株式会社ユアーズブレーン 社会保険労務士 粟田 房子 氏～ 

講師に株式会社酒商山田の森澤氏を迎え、普段あまり聞く事の出来ない焼酎のお話と珍しい焼酎

を味わう事が出来る会です。以前「社長.ｔｖ」にご出演の方々向けに開催し、ご好評いただい

たため、第２弾を理研まるごとフェアで開催します。 

講演後は、「お酒」をキーワードに集まっていただいた経営者層の方々にビジネス交流を図って

いただききたく時間を設けております。 

 セミナー 

会費：会費：会費：5,0005,0005,000円円円   

理研産業と各メーカーが集結し 

多種多様な製品をご紹介！ 
 

様々な製品やサービスを展示しております。 

業務効率化やコスト削減につながる新たな発

見やアイディアの宝庫です！ 

お客様の業務に役立つノウハウをご紹介いた

します。 

実は盲点！？空間を変えると 

働き方が変わる！ 
 

オフィスの空間づくりは、ほんの少しの工夫で

働きやすい空間に大変身！ 

現在のオフィスを見直し、快適な空間をご提案

いたします。 

企業が抱える脅威から 

守ります！ 
 

オフィスのセキュリティ対策は必要不可欠で

す。ネットワークセキュリティ対策や、防犯対

策などをご体験ください。健康や救命に備える

対策もご紹介いたします。 

話題の製品が勢ぞろい！ 

 
各メーカーが自慢の最新技術を搭載した製品

をご紹介いたします。今まで経験したことの

ない驚きの体験をご用意しております。この

機会にぜひ最新技術をご覧ください！ 

セミナー・ＣＳＲ相談コーナー・

社内取り組みをご紹介！ 
 

多種多様なセミナーをいくつかご用意しており

ます。各分野の専門家のお話は必聴です！ 

また、ＣＳＲ相談コーナーでは、お客様のご相

談にお応えします。 

開催テーマ開催テーマ開催テーマ   

イベントスケジュールイベントスケジュールイベントスケジュール   

9：30～17：30 

10：30～

11：30 

13：30～

14：30 

15：30～

16：30 

17：00～19：00 

※会費5,000円 

10：30～

11：30 

14：00～

15：00 

本社ビル１～６階を利用し、本社ビル１～６階を利用し、  

テーマごとに開催しております。テーマごとに開催しております。  

16：00～ 

17：30 

人事制度 セキュリティ対策 コーディネート力 経営者向け試飲会 

税制・節税 カープ談話 写真撮影講座 

体験する 

聞く 

見る 

拝啓 貴社ますますご隆盛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、厚くお礼申し上げます。 

 弊社は昭和１４年の創業以来、感光紙の販売から始まり、複合

機などのＯＡ機器販売を中心に事業を展開してまいりました。ＩＣ

Ｔ技術の進歩や私達を取り巻く環境の変化により、事業に対する

価値観やワークスタイルが多様化しています。そこで今、私達は

お客様のご要望に合ったご提案をワンストップサービスとして行

うことがより重要だと考えております。 

 この度は「理研まるごとフェア」と題し、弊社の事業内容や最新

機器・サービスをあますところなく“体感”していただける展示会

を開催する事といたしました。 

 今回のフェアは５つのテーマからお客様のお役に立ちたいとい

う想いで企画しております。これまでとは一味違う商品・サービス

や弊社社内事例を含めて「あっ！これだ！！」が見つかる機会

としていただければ幸いです。 

 ご多用中とは存じますが、皆様のご来場を社員一同心よりお待

ちいたしております。 

敬具 

理研産業株式会社  

代表取締役社長 久保田 勝彦 

理研産業 本社ビルにてフェアを開催 

写真撮影の基礎的な要素（露出・交換レンズ・ホワイトバランス・ピクチャースタイ

ル等）についてＥＯＳ学園講師より分かりやすく解説していただきます。 

プロの撮影テクニックの習得で、今日からあなたの写真が変わります！ 

16：00～17：30 

6階 604会議室 

定員：３０名 

ＥＯＳ学園講師が教える 

デジタル一眼レフカメラ撮影テクニック基礎講座 

～プロフォトグラファー  山本 学 氏～ 

現役、コーチとして６度のリーグ優勝、３度の日本一に立ち会った木下氏。 

普段は聞けない選手・コーチ・二軍監督時代のエピソード・カープ裏話をお話しいただきま

す。「二軍でも勝負にこだわって育てる。競った試合に勝って、初めて一軍で通用する力が

身につく。」など勝利に導く哲学もお話しいただく、野球ファンには必聴のセミナーです。 

14：00～15：00 

6階 604会議室 

定員：４０名 

まるごとカープ談話 

～元カープ選手 木下 富雄 氏～ 

税法の専門家である光廣代表が、普遍的に決算にあたって留意すべき点や、大きく利益が出た

年度、または赤字の年度において、必ず検討していただきたいポイントをわかりやすくご紹介

いたします。本セミナーによって、安心して決算期を迎えていただければ幸いです。 

奮ってご参加ください。 

10：30～11：30 

6階 604会議室 

定員：３０名 

平成28年度の税制改正と中小企業の節税対策 

～株式会社オフィスミツヒロ 光廣税務会計事務所 

  代表取締役・税理士 光廣 昌史 氏～ 

２月１０日（水） 

各セミナーには定員がございます 

先着順にて受付をしております 



ア
ク
セ
ス
・
お
問
合
せ
先 

理研産業株式会社 本社ビル 

 電停/バス停「市役所前」から徒歩３分 

〒730-0051 広島市中区大手町4-6-27 

TEL:082-241-3101 

 事前予約制 オフィス見学ツアー CSR相談コーナー 

オフィスの課題を様々な手法と工夫を重ねて改善効果を生み出した実際のオフィスをご案内いたし

ます。整理整頓されただけでなく、コスト削減・業務時間削減・オフィススペース拡大等を実

現！！同じようなお悩みをお抱えのお客様にオフィス改善の一助となります。 

  キヤノンマーケティングジャパン オフィスツアー 

散在する書類の山・大量の契約書・あの書類はどこに…？ 

Before After 

目的やシーンに合わせたオフィス環境を創り出す。場の移転・思考の転換で「モードをチェンジす

る！」。個人（ひとりで）や組織（みんなで）の思考から創造できるような空間をライブオフィス

で実感できます。 

  イトーキ ライブオフィス見学 

 知識創造活動の視点から見た職場環境「思考から創造へ」の活性を支援 

実務を担当されていて、困っている事、誰かに聞いてみたい事が、ありませんか？ 

事業活動上、考えなければならないリスクや遵守しなければならない法規制は、数多くあります。 

何からどのように取り組んでいけばいいのか、当社ＣＳＲ室の職務、そこで培われたノウハウや事

例をご紹介します。事前にご予約の上、ご質問・ご要望をおきかせください。 

また、当日も時間の許す限り、相談コーナーにて承ります。お気軽にお声かけください。 

  ＣＳＲ相談コーナー 

ＩＳＯ事務局・コンプライアンスの担当者による解説・事例紹介 

所要時間：約１時間 

場  所：理研産業本社ビル １F 

所要時間：約１時間 

場  所：広島市中区大手町3-7-5 

     広島パークビル 4F 

     （株）イトーキ 

所要時間：約１時間 

場  所：広島市中区大手町3-7-5 

     広島パークビル 12F 

     キヤノンマーケティングジャパン(株) 

RIKEN 

 

主催： 
Office Professional 

F R O M  

 

理研まるごとフェア 

「あっ！これだ！！」が必ず見つかる 

2016年2月9日(火)・10日(水) 

9：30～17：30 ※9日はセミナーのみ19：00まで 

ご来場 

特典 

ご来場 

特典 
紅 白 も み じ やまだ屋 

ご来場のお客様へ 
「紅白もみじ」をお１つプレゼント！ 

まるごと 

お楽しみ抽選会もご用意しております！ 

 

 ●ＵＳＪペアチケット 

   ●日帰り温泉ペア食事付 

  その他 
※内容を変更する場合もございます。 


