
2018年4月12日 (木)
10:00〜17:00

サンメッセ香川 2階 大会議場
⾼松市林町2217-1

【会 場】

【アクセス】
⾞ ：⾼松⾃動⾞道「⾼松中央IC」より約2分 駐⾞場完備
バス：サンメッセ・川島・⻄植⽥線「サンメッセ⾹川」下⾞すぐ

【お問合せ】
キヤノンS&S イベント事務局 087-869-2611

(受付開始9:45〜)

キヤノンS&Sセミナー情報 検 索セミナーは事前予約制となります。
お申し込み受付：2018年4月10日 （火） 17:00 迄

ホームページからお申し込みいただけます。

セミナーは事前予約制となります。
お申し込み受付：2018年4月10日 （火） 17:00 迄

https://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2018/
ホームページからお申し込みいただけます。
https://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2018

《主催》キヤノンシステムアンドサポート株式会社
《後援》キヤノンマーケティングジャパン株式会社
《協賛》株式会社アイ・オー・データ機器／アイ・モバイル株式会社／社会保険労務士事務所アチーヴ／エーアンドエー株式会社
／株式会社ＮＩコンサルティング／ NECネッツエスアイ株式会社／株式会社FFRI／応研株式会社／株式会社オービックビジネス
コンサルタント／オムロン株式会社／株式会社クマヒラ／ 株式会社ジェナ／ JIG-SAW株式会社／Ｓｋｙ株式会社／ソフトバン
ク コマース＆サービス株式会社／株式会社データコントロール／日本電気株式会社／バラクーダネットワークスジャパン株式会社／
ピー・シー・エー株式会社 (五十音順)



開催セミナー 一覧 ※諸事情により予告なく変更する場合がございます

【 セミナーブース Ａ 】 ※要事前予約 定員24名 《講師》

Ａ－１

10：00〜11：30
定員24名

≪情報セキュリティ 実践対策セミナー≫
香川県警が語るサイバー犯罪の現状と対策

増加する不正アクセスや最新型のウイルスを送りつける「標的型メール」など、サイバー犯罪の標的に中堅・中⼩企
業も、日々様々なセキュリティリスクに晒されています。香川県警察本部サイバー犯罪対策室から被害にあわない
ための対策、被害発⽣時の対処⽅法について事例を交えご紹介いたします。

香川県
警察本部

Ａ－２
13：00〜14：30

定員24名

≪IoT/AIを活用して最先端の働き方改革を実現する為に≫
近年IoT/AIをビジネスに取り入れる動きが活発化しています。
本セミナーでは最新のITツールを利⽤した業務改善や働き⽅改⾰の実例をデモンストレーションも交えながら
具体的な商材や導⼊事例をご紹介いたします。

株式会社
ジェナ

Ａ－３
15:00〜16：30

定員24名

≪Vectorworksではじめる3D設計≫
本セミナーでは、多種多様な業種・業界で活用いただいてる３D汎用CAD「Vectorworks」の3D機能を活用す
る事で、得られるメリット（業務効率UPや提案⼒UP 等）を実演を交えてご紹介いたします。3D設計にご興味
がある方は、この機会に是非ご参加ください。

エーアンドエー
株式会社

【 セミナーブース Ｂ 】 ※要事前予約 定員24名

Ｂ－１

10：15〜11：45
定員24名

≪働き⽅改⾰！ワークスタイル変⾰セミナー≫
〜スマートフォン＆タブレットを活⽤したこれからのクラウドワークスタイル〜
昨今、さらなるコスト削減・⽣産性向上・営業⼒強化が求められる⼀⽅で従業員のワークライフバランスも保ちな
がら、いかに効率的に仕事を進めるかが経営の重要なポイントになっています。そのような状況の中、ICTを活用し
た「ワークスタイル変革」や「テレワーク」といった「働き方改革」の推進が加速しています。
本セミナーでは、いつでもどこでも仕事ができるワークスタイル変革を実現するため、スマートフォンやタブレットを活用
したモバイル型テレワークと、在宅型テレワークについてそのメリットや具体的なツール・事例をデモンストレーションを
交えながらご紹介いたします。

NIコンサルティ
ング株式会社

×
キヤノンS&S

Ｂ－2

13：15〜14：45
定員24名

≪「働き方改革関連法案のポイント」と企業に求められる実務対応≫
話題の働き方改革関連法案の審議が国会で始まります。この法案で多くの企業が対応すべき共通課題は、生
産性向上を前提とした「労働時間の管理」です。法案には、労働時間の罰則付きの上限規制、年５⽇年次有
給休暇の取得義務、過重労働対策、フレックスタイム制や裁量労働制の規制緩和、柔軟な働き⽅を実現するた
めの対策も含まれています。法案内容を理解し⾃社制度の⾒直し、実務対応、運⽤改善に繋げていくことが重
要です。本セミナーでは、法案のポイントと実務への影響、今企業に求められる具体的対応について、分かりやすく
解説します。

応研
株式会社

×
社会保険労
務士法人
アチーヴ

Ｂ－3

15:15〜16：45
定員24名

≪人材確保難の時代への対応≫
〜従業員満⾜を⾼め、⽣産性向上につなげるための戦略的⼈事制度のポイント〜
少⼦⾼齢化により、本格的な労働⼒⼈⼝が減少時代が到来しました。企業にとって「⼈材の確保」は重要な経
営課題であり、適正⼈材の採⽤・定着率アップ・在籍する社員のモチベーションを⾼め、⽣産性向上につなげるた
めの対策等を今後を⾒据え、戦略的に⾒直していかなければなりません。適正⼈材を採⽤し、モチベーションを⾼
め定着を図るためには、①求める役割と職務を明確にする②そのために必要な能⼒開発の教育をする③成果に
対して適正に評価する④評価者にとっても分かりやすい制度である、ということが⼤切です。
従業員満足(ES)が高くなければ、人も集まりません。本セミナーでは、人材確保難時代において自社に適した運
⽤しやすい⼈事制度構築のための実務ポイントを解説します。

ピー・シー・エー
株式会社

×
社会保険労務

士法人
アチーヴ

【 セミナーブース C 】 ※要事前予約 定員24名

C－1

10：00〜11：30
定員24名

≪働き⽅改⾰の⼀環！ 電子申告・申請セミナー≫
「入退社が多くて手続きが大変…」「書類を公共機関に持っていくのに時間がかかる」「マイナンバーを印刷しないで
提出できたらいいのに」「電⼦申請・電⼦申告に興味がある！」「電⼦申請・電⼦申告してみたいがよく分からな
い」こんなお悩みがある総務・⼈事担当の⽅はぜひご参加ください！当セミナーでは総務・⼈事担当の⽅を中⼼に
『★電子申請・電子申告とは何なのか』『★オンライン申請の現状やメリット』『★事前準備や実際の流れはどうな
るのか』といったコンテンツをご紹介してまいります。また、セミナー後半にはOBCの奉⾏シリーズを活⽤した電⼦申
請・電子申告手法についてご紹介させていただきます。

株式会社
オービックビジネ
スコンサルタント

C－2

13：00〜14：30
定員24名

≪インバウンド需要を取り込むためのホームページ戦略≫
〜2020年オリンピックに向けて〜
⽇本を訪れる外国⼈観光客が年々増加するなか、2020年オリンピックに向け、さらにインバウンド観光市場がさら
に拡大すると言われています。本セミナーでは、海外からの観光客に対しホームページ上でどのように対策すれば効
果が⾼いかを、実例を交えながらご紹介いたします。

アイ・モバイル
株式会社

C－3

15:00〜16：30
定員24名

≪近年の標的型攻撃やランサムウェアをどう防ぐ？重要インフラ企業が
選択する「次世代エンドポイントセキュリティの理由≫
国内でも「次世代エンドポイントセキュリティ」の導⼊が進んでいます。近年増加しているランサムウェアの脅威や防御が
困難なファイルレスマルウェア攻撃など『未知の脅威』から保護するテクノロジーの採用が求められています。 純国産、次世代エン
ドポイントセキュリティのパイオニアが搭載する「５つの 防御エンジン」と「ハイブリッド防御」についてご紹介します。

株式会社
ＦＦＲＩ



最新ソリューション機器

NEC

情報発信・集客の為の簡単サイ
ネージ、強固なセキュリティ指ハイ
ブリット認証及びオフィス内のコミュ
ニケーション変革をＮＥＣがご紹
介します。

ＣＡＤ ＧＩＳ ポスター
ソリューション

大判プリンター
ｉｍａｇｅ ＰＲＯＧＲＡＦ

使いやすさに、さらなる機能を
Plus。CAD、GIS、ポスター、ビ
ジネス文書。あらゆる要求を自
在にこなすキヤノン大判プリンター
を実機でご紹介。

様々なソリューション製品の展示もございます

ネットワークカメラ
ＬＡＮ配線サービス

ネットワークカメラ

キヤノン製ネットワークカメラのご紹
介。足元周りのスッキリ配線から
移転・改装に伴う大型LANの施
工まで幅広いLAN配線作業をご
提案。スッキリ配線のテクニックをご
紹介します。

BCP・ランサムウェア対策

Barracuda

バックアップ機能に特化し、エージェント
経由のバックアップにより、バックアップ
データをランサムウェアから保護します。
さらにクラウド連携により、データのBCP
対策も実現します。

ドローン

多彩なセキュリティー機能を搭載するこ
とで多重防御環境を構築し、ネット
ワークの入口・出口で一括防御環境
を確⽴します。

ゲートウェイセキュリティー
（UTM）

Fortigate

資産管理・情報漏洩対策

Sky

オンラインセミナー

Web+セミナー

A会場 B会場 C会場

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

A-1  10:00～11:30

サイバー犯罪の現状と対策セミナー
香川県警

A-2  13:00～14:30

IoT/AＩ活用セミナー
ジェナ株式会社

A-3  15:00～16:30

Vectorworks活用セミナー
エーアンドエー株式会社

B-1  10:15～11:45

ワークスタイル変革セミナー
NIコンサルティング

B-2 13:15～14:45

「働き方改革関連法案
対策セミナー
応研株式会社

C-1  10:00～11:30

電子申告・申請セミナー
株式会社オービックビジネスコンサルタント

B-3  15:15～16:45

⼈材制度運⽤セミナー
ピー・シー・エー株式会社

C-2  13:00～14:30

ホームページ戦略セミナー
アイ・モバイル株式会社

C-3  15:00～16:30

サイバーセキュリティ
基礎対策セミナー
株式会社ＦＦＲＩ

セミナータイムテーブル ※諸事情により予告なく変更する場合がございます

他にも多数の製品を展示しております。 ご来場お待ちしております。

SKYSEA Client Viewはクライ
アントPC管理のために必要な機
能を「オールインワン」で搭載して
います。

Phantom 4 Pro

空撮、点検・巡視、災害対策・
危険区域作業等で活躍するド
ローンの現状をご紹介します。

昨年よりスタートして⼤⼈気のオン
ラインセミナーを実際にご覧いただ
けます。過去に反響のあった人気
セミナーコンテンツをピックアップして
ご紹介します。



検索エンジンより、以下のキーワードで検索

または、以下のURLにアクセスして下さい。

※定員になったセミナーより順次締め切りとなります。

検 索キヤノンS&Sセミナー情報

https://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2018/

NECブース
PCA OBC

キヤノン
内製化コーナー

大判プリンタ-
ソリューション

A&AOMRON

ネットワーク
カメラ

オンライン
セミナー

コレモール
ブース

◆商談コーナー◆

総合受付

2 Ｆ 展 示 会 場 の ご 案 内
※ご入場の際は、必ず総合受付にて受付をお済ませください。
※セミナーは別会場を設けております。
※当⽇、諸事情により予告なく変更する場合がございます。
ご了承ください。

※ご不明な点等ございましたら、スタッフにお尋ねください。

ソフトバンク
C&Sブース

ジェナブース
（IoT/AI）

営業支援ツール
のご紹介

お申し込み方法のご案内 お申し込み締め切り 4月10日(火)17:00迄

SubGate

ドローン
Phantom4

Pro

応研

基 幹 系 ソ リ ュ ー シ ョ ン
顔認証

ソリューション

チェアクリーニング
カギ管理のご紹介

クマヒラブース

モバイルPC
Office365

Barracuda

次世代セキュリティ
ソリューション

Canon
製品

コレモール
ブース

ホームページ相
談コーナー

アイ・モバイル

最新デバイス
のご紹介

ペーパーレスFAX
申請ソリューション

クラウド連携

MFPソリューションコーナー

キ ヤ ノ ン S & S ソ リ ュ ー シ ョ ン の ご 紹 介

NIコンサルティング

当日は、「受講票」をご持参頂き、
2Ｆ 来場受付にてご提示ください。

当日は混雑が予想されます。
来場受付はセミナー開始の15分前迄の
ご来場をお願いいたします。

申込登録完了時にWEBで表示される
[ 受 講 票 ] の印刷をお願いいたします。

登録の完了通知メールが送付されます。

FortiGate

Yarai

Skyブース

I-Oデータ

入口 出口

情報漏洩対策
ソリューション

AEDのご紹介 ３Dプリンター

サンメッセ香川 ２F 大会議室

アンケート
回収BOX


