
理研まるごとフェア 

2016.11.８ (火 )～９ (水 )  

10：00～17：30 
※８日は、セミナーのみ18：30まで  

会場：理研産業株式会社 本社ビル 

～ITで照らす未来～ 
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謹啓 時下ますますご清栄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、厚く御礼申し上げます。 

  

今年２月に開催した「理研まるごとフェア」におきましては、

多くのお客様のご来場誠にありがとうございました。 

この度、２度目の「理研まるごとフェア」を開催する運びとな

りました。 

ひとえにお客様のおかげによるものと心より感謝しております。 

  

さて、今回のテーマは「ITで照らす未来」です。昨今、国内市

場の縮小や少子高齢化による働き手不足など、社会的問題が山

積しております。  

しかし、ITでその先の未来を照らすことができるのではないか

と私たちは考えております。 

当社が紹介させていただくソリューションやノウハウで、お客

様とともにより良い未来を共有・発見・創造していきたいとい

う思いを込めて企画しました。ぜひ、ご来場の上、実物を見て、

聞いて、体験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

ちしております。 

謹白 

 

理研産業株式会社  

代表取締役社長 久保田 勝彦 

 

お客様と 

ともに 



展示内容 ＜抜粋＞ ※出展内容は変更となる場合がございます。 

ペッパーがオフィスをコントロール！？ 

社員がイキイキと働ける場へ！ 
  
◇姿勢に合わせてオフィスが変わる！ 

◇運動を取り入れる！ 

◇気分を変える！ 

◇パフォーマンス向上へのヒントがいっぱい！ 

話しかけたら 
何かが 
起こる！ 

ＰＯＤから見える未来のイメージ 

ドキュメント （ＰＯＤ・印刷・後加工） 

製本実演コーナー 

目の前で様々な製本を実演します。ぜひご体感下さい。 

展示ブースや店舗の装飾もできます！ 

新しいワークスタイル 

ペッパーと理研産業がコラボレーション！ 
最新型スマートフォン「ロボホン」も一緒に 
皆様のお越しをお待ちしております！ 

「ＰＯＤ（プリント・オン・デマンド）」 
必要な時に、必要な量を、必要なところへ、
印刷物をお届けするサービス。 
理研産業が、多様なニーズに高画質・高品質
でお応えし、アイデアを形にします。 

安心安全な介護/健康管理 

介護業務のワークフローを変革する 

ケアサポートソリューション 
見守り機器（介護ロボット） 

 

Point1 ケアスタッフ不足の解消と離職防止 

Point2 経営リスクの回避 

Point3 他施設との差別化 

薬局・薬店でストレス測定や末梢血
液循環測定に使用されています。 
社員が自ら健康管理することが 
できます。 

事務所に１台ボディチェッカー 

ＥＣＯ 人と社会にやさしい未来 

当社の環境マネジメントに関わる取り組み 
 ◇廃棄物の計測と削減対策 

 ◇社内外美化活動 

 ◇電気自動車導入 

 ◇ISO14001の認証  など 

リコー環境事業開発センターの技術力 

 ◇木質バイオマス利活用   ◇マイクロ水力発電     

 ◇デュアルイオン二次電池  ◇ドライ洗浄 

 ◇室内光環境発電素子    ◇廃プラスチック油化 など 

淹 れ た て の コ ー ヒ ー を ご 用 意 し て お り ま す 。  
ご ゆ っ く り お 過 ご し く だ さ い 。  

“見て・触って・聞いて” 面白い！ 

映像と音で コミュニケーション 

展示のみご見学の場合も別紙
「お申込書」よりお申し込み
をお願いいたします。 

最新映像技術などを使い、イベント、店舗内
における集客や情報発信力強化の仕組みをご
紹介します。 
難しいことは忘れて、最新機器の面白さに触
れてください。 
新しい活用法やビジネスに取り入れられるも
のがきっとあるはずです。 
 
 
◆出展商品 
・4Kプロジェクター 
・プロジェクションマッピング 
・紙アプリ 等 



１１月８日（火） 

時代の変化と共に、ワーカーのあるべき働き方、目指す（求められる）人物像

が変わってきています。加えて、業務の進め方や組織間連携など各企業におけ

る個別課題も多様化しており、ワーカーのパフォーマンス向上のためのオフィ

ス再構築に求められる要素がより複雑化しています。 

付加価値創出を推進するために「“働き方”と“働く場”を同期させ、「快適性指

標」「躍動性指標」「創造性指標」を上げる」それを実現するオフィス空間構

築が注目されています。今回は従来のオフィス空間構築に加え、働き方の側面

にも焦点をあてて生産性向上に寄与するオフィスの作り方をご紹介します。 

 

元広島東洋カープで沖縄出身初のプロ野球選手、現ＲＣＣ野球解

説者の安仁屋氏と長年に亘りＲＣＣスポーツ部カープ担当をつと

められたＲＣＣ文化センター久保氏による他では絶対聞けない

カープ裏話。  

安仁屋氏にしか語れないカープの裏側を久保氏が対談で引き出し

ていきます。 

元広島東洋カープの安仁屋氏と長年に亘りＲＣＣス

ポーツ部カープ担当をつとめられた久保氏を囲む交

流会です。 

お酒とおつまみを片手にざっくばらんなカープ談議

で盛り上がりましょう。 

カープまるごと交流会 
【特別参加】 
• 元広島東洋カープ選手          安仁屋 宗八 氏 

• 株式会社ＲＣＣ文化センター  

広告・イベント事業部長         久保 泰彦 氏 

10:30～11:30 

定員：30名 

働き方変革をサポートするワークプレイス構築手法のご紹介 
【講師】 
• パワープレイス株式会社 エンジニアリングセンター 
大阪エンジニアリング部 担当部長 
    プロジェクトマネージャー   倉田 英治 氏 

会費：1,000円（飲食費） 

17:00～18:30 

定員：20名 

セミナー情報 ※セミナーは、別紙申込書にてお申し込みください。 

カープまるごと談話 
【ゲスト】 
• 元広島東洋カープ選手    安仁屋 宗八 氏 

• 株式会社ＲＣＣ文化センター  
広告・イベント事業部長     久保 泰彦 氏 

15:30～16:30 

定員：40名 

※カープグッズ着用大歓迎！！ 
※飲酒をされる方のお車でのご来場
はご遠慮ください。 

１１月９日（水） 

少子高齢化が進む中、生産年齢人口は減少、国民医療費は増加していくことが見

込まれています。 

社員の健康に配慮することは、健康保険組合の保険料率の引き下げにつながるだ

けでなく、仕事のパフォーマンスにも大きく影響します。 

今後、健康面へ配慮することは非常に大切な取り組みと言えるでしょう。 

社員がイキイキと働けるオフィス環境についてご紹介します。 

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、広島県内におけるサイバー犯罪の実態をご紹介します。 

身近にあるウイルス感染の恐怖を、デモンストレーションを交えて体感してく

ださい！ 

また、企業でのセキュリティ対策法も詳しくご紹介します。社内のセキュリ

ティ体制、見直してみませんか？ 

 

ケアサポートソリューションは、介護施設の入居者様の起床・離床・転倒／転

落・体動（呼吸）などの検知からスマートフォンへの通知、記録作成、閲覧、情

報共有により、介護業務全体の効率化を実現します。 

本ソリューションは関東、中部、関西で開催された展示会で大変好評を戴いてお

ります。 

そこで、本セミナーでは、製品説明と導入効果・事例紹介を通して、介護業務全

体のワークフロー変革についてまで詳しくご紹介します。 

 

今さら聞けない!?セキュリティ対策 ～ウイルス感染の恐怖～ 
【講師】 
• 第一部 広島県警察 サイバー犯罪対策課 
• 第二部 サクサ株式会社 ソリューション事業部 広島営業所 

                     所長 中村 正行 氏 

健康経営オフィスの考え方 
【講師】 
• 株式会社イトーキ ソリューション開発本部 
Ｕｄ＆Ｅｃｏソリューション開発チーム 

             チームリーダー 加藤 洋介 氏 

介護業務のワークフローを変革するケアサポートソリューション 
【講師】                      見守り機器（介護ロボット） 
• コニカミノルタジャパン株式会社  
情報機器ソリューション事業本部  
       ケアサポート事業推進部 佐藤 達夫 氏  

10:00～11:30 
定員：30名 

15:00～16:20 
定員：30名 

13:00～14:00 
定員：30名 

恐れ入りますが、各セミナーは定員になり次第、締め切らせていただきます。 



お問い合わせ先 

会場：理研産業株式会社 本社ビル 

広島市中区大手町4-6-27 

電停／バス停「市役所前」から徒歩３分 
TEL:082-241-3101 FAX:082-249-8142 

●リコージャパン株式会社 
●キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
●理想科学工業株式会社 
●ダイワボウ情報システム株式会社 
●株式会社イトーキ 
●ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社 
●サンワサプライ株式会社 

会場アクセス 

※駐車場はございません。申し訳ありませんが、お車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用ください。 

主催： 

～散在する書類の山・大量の契約書・あの書類はどこに…？～ 
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るはずです。 
※両日、各時間帯につき、１組様限りとさせていただきます。 
 
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式会社 
所要時間：約１時間 

キヤノンマーケティングジャパン 
オフィスツアー 

～当社ＣＳＲ室社員によるＩＳＯ、コンプライアンスの解説・事例紹介～ 
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はありませんか？ 
事業活動上、考えなければならないリスク、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室のノウハウや事例をご紹介します。 
※両日、各時間帯につき、１組様限りとさせていただきます。 
 
場  所：理研産業本社ビル 2F 応接コーナー 
内  容：ＩＳＯ取得と運用（ISO9001・ISO14001・ISO27001）、関連法規制等の遵守、 
     公的支援制度・助成金制度情報、内部監査、社員教育・啓蒙 
所要時間：約１時間 

ＣＳＲ相談コーナー 

理研産業ホームページ：http://www.riken-21.co.jp/ 

※オフィスツアー・CSR相談コーナーは、別紙申込書にてお申し込みください。 

協賛： 


