
13：00～
〈Sansan〉
社内に眠る名刺を資産に変え、売れる仕組みを構築するために必要なこと 13：00～

〈Sansan〉
社内に眠る名刺を資産に変え、売れる仕組みを構築するために必要なこと

14：00～
〈日本ユニシス〉
【保育業務者向け】子どもの「今」に寄り添う保育支援サービス「ChiReaff Space」説明会

15：00～
〈フルノシステムズ〉
最新事例から学ぶ！学校、商業施設、生産現場のWi-Fi化

16：00～
〈kingsoft〉
クラウドソリューションを活用したワークスタイル変革

17：00～
〈サイボウズ〉
成功事例から学ぶ「サイボウズ Office」活用術

14：00～
〈Dropbox Business〉
クラウドストレージ活用でワークスタイル改革を！

15：00～
〈フルノシステムズ〉
最新事例から学ぶ！学校、商業施設、生産現場のWi-Fi化

16：00～
〈kingsoft〉
クラウドソリューションを活用したワークスタイル変革

17：00～
〈サイボウズ〉
成功事例から学ぶ「サイボウズ Office」活用術

11月24日木 11月25日金

チャイリーフス ペ ー ス

お問い合わせ先株式会社ヤマダ電機
Concept LABI TOKYO 東京法人営業部
〒103-0028  東京都中央区八重洲一丁目5番22号

お問い合せ先 03-3510-7908
jb-tokyohoujin@tecc.co.jpE-mail

ビジネスのヒントをつかめるセミナー同時開催!

社内に眠る名刺を資産に変え、
売れる仕組みを構築するために必要なこと
圧倒的な成果が出る「誰でも、すぐに、簡単に」できる営業力アップの仕組み
を、成功事例を交えてお話させていただきます。
4,000社以上が取り組む「名刺管理」。“どうして今、名刺管理が注目を集めているのか？”BtoB企業に
おいて成果を上げるために重要な“収益向上”をテーマに、名刺データベースがこれからの営業活動
の“当たり前”になりつつある理由について、実際の企業様の最新の事例を豊富にご用意して分りや
すくご紹介させていただきます。

子どもの「今」に寄り添う保育支援サービス
「ChiReaff Space」（チャイリーフスペース）説明会

保育園内のICT化のトレンド、できることを、全国展開中の保育支援サー
ビス「ChiReaff Space」(チャイリーフスペース)をベースにご紹介。
待機児童問題、女性の社会進出と子育てをめぐる環境は大きく変化しています。中でも保育園の在り方は
重要となっており、保育士の働きやすさ、保育園の質の向上が求められる時代となりました。その1つの解
決策として、保育ICT化が注目されています。セミナーでは日本ユニシスの保育支援サービス「ChiReaff 
Space」(チャイリーフスペース)をベースに保育園の現状から、ICT化でできることをご紹介いたします。

最新事例から学ぶ！学校、商業施設、生産現場のWi-Fi化
学校ICTで選ばれた、安定接続を求めるWi-Fiは、企業ニーズ
にお応えする業務用アクセスポイントにも最適です。国内
メーカー品質、拡張性を備えたWi-Fi構築をおススメ致します。
当社の導入実績の中から最新の事例を分野別に紹介させていただきま
す。学校でのWi-Fi化事例や商業施設でのホットスポット事例、また、生産
現場でのWi-Fi化など、写真や動画を交えながら、導入に至る背景、また
運用のポイントや導入効果などをお話しさせていただきます。
株式会社フルノシステムズ 営業本部 広報室

クラウドソリューションを活用したワークスタイル変革
キングソフトの提供する名刺管理CAMCARD BUSINESS＆社内コミュニ
ケーションツールWowTalkを活用して業務効率の改善と働き方の変革を
実行する。また、上記ツール導入の為のコスト捻出方法についてもご案内。
名刺管理CAMCARD BUSINESS＆社内コミュニケーションツールWowTalkの製品概要、デモ、
実際の活用シーンとメリット等を中心にご案内させていただきます。また、最後に導入に必要な費
用を捻出する為の現行のPC版オフィスソフトのリプレイスによるコストカットをご紹介。
キングソフト株式会社
CAMCARDセールスDiv. ディレクター 永 峰 幸 太 朗
WowTalkセールスDiv. ディレクター 壁 本 　 典 之

成功事例から学ぶ「サイボウズ Office」活用術
製品紹介およびデモンストレーション
9年連続導入シェアNo.1、導入社数50,000社以上の定番グループウェア「サイボウズ® Office」をデモを交えな
がらご紹介いたします。機能の説明だけではなく、実際の活用事例を交えながら活用方法をご紹介いたします。

クラウドストレージ活用でワークスタイル改革を！
世界で5億人以上が利用するオンラインストレージ。貴社の成長をサポート
しながら、重要な企業情報やユーザーのアクティビティをしっかり管理します。
❶ Dropbox Business は、チームで強力なセキュリティ機能や共同作業向けの機能をご利用い

ただけます。
❷ 無制限のファイルのバージョン履歴、無制限の削除済みファイルの復元、無制限の容量追加、

優先サポート、制御や可視性を高める一連の管理機能などが揃っています。
❸パソコン・スマートフォン・タブレットなど、デバイスを問わずにアクセス可能です。

セミナー参加者には、Dropbox Businessグッズをプレゼント!

セミナー参加者には、オリジナルグッズをプレゼント! セミナー参加者には、オリジナルグッズをプレゼント!

セミナー参加者には、サイボウズ Office 謹製てぬぐいをプレゼント!

サイボウズ株式会社 ビジネスプロダクトマネージャー
和 田 　 武 訓
サイボウズ、Cybozu、およびサイボウズのロゴはサイボウズ株式会社の登録商標です。

日本ユニシス株式会社 エコシステム推進事業部 ビジネス1部
角 　 佳 織

【保育業務者向け】
業務効率化セミナー

業務効率化セミナー

業務効率化セミナー

活用セミナー

業務効率化セミナー

業務効率化セミナー

Business Seminar Schedule〈ビジネスセミナースケジュール〉 セミナー会場10th FLOOR

完全予約制 セミナー予約受付ページ http://yamada-pcschool.link/3050/posts/news5.html

In Concept LABI TOKYO
ビジネスフェア
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　18：00

11/25金
13：00～  
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この機会にビジネスのヒントをつかんでみてはいかがでしょうか？

ビジネスにおいてのお悩みを「解決」します！どのように活用すればよいか、どのように運用すればいいのか？
ビジネスフェアでは、具体的なソリューションやサービスの展示・説明を通して、

活用方法や導入事例をご紹介し、そしてその先にある業務効率化の方法をご提案します。

会 場

10th
FLOOR



Pepper for Biz

お客さまの関心を集め効果的な集客を実現します。
店頭での呼び込みに!集客数

UP!

お客さまに合わせた提案を行うことができます。
オススメ商品をご紹介!売上

UP!

いつでもどこでも映し出せる
すぐに使える、ずっと使える

ミニプロジェクター

プ
ロ
ジ
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ク
タ

複
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機
・
プ
リ
ン
タ

ファクスクラウド転送

Ａ4対応
プリント

スキャン

コピー

FAX

Ａ3対応

プリント

スキャン

コピー

FAX

有線・無線LANネットワーク対応

■解　像　度 ：
■印刷速度（モノクロ） ：
■インターフェース ：

★有線・無線LANネットワーク対応

2400×600dpi
30枚/分
USB2.0 Hi-Speed、
10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n

2400×600dpi
30枚/分
USB2.0 Hi-Speed、
10BASE-T/100BASE-TX、
IEEE802.11b/g/n

HLL2365DWHLL2365DW

A4モノクロレーザープリンタ4

自動両面
印刷可能

■解　像　度 ：
■印刷速度（モノクロ） ：
■印刷速度（カラー） ：
■インターフェース ：

最大4800×2400dpi
18枚/分
10枚/分
USB2.0・有線LAN・無線LAN

最大4800×2400dpi
18枚/分
10枚/分
USB2.0・有線LAN・無線LAN

PXM5041FPXM5041F

A3カラーインクジェット複合機2

プリント

スキャン

コピー

FAX

Ａ3対応
■解　像　度 ：
■印刷速度（モノクロ） ：
■印刷速度（カラー） ：
■インターフェース ：
★A3自動両面プリント&両面同時スキャン
★1枚目の印刷・コピーが速い

最大6000×1200dpi
約22枚/分(最高) A4
約20枚/分(最高) A4
USB・LAN・無線LAN（IEEE802.11 b/g/n）

最大6000×1200dpi
約22枚/分(最高) A4
約20枚/分(最高) A4
USB・LAN・無線LAN（IEEE802.11 b/g/n）

MFCJ6973CDWMFCJ6973CDW

A3インクジェット複合機3

Ａ4対応
プリント

自動両面
印刷可能

有線・無線LAN対応
Wi-Fi Direct対応
1行液晶搭載

★カラー7行液晶タッチパネルで直観操作
★「毎分20枚高速コピー」で業務効率アップ

■解　像　度 ：
■印刷速度（モノクロ） ：
■印刷速度（カラー） ：
■インターフェース ：

★カラー7行液晶タッチパネルで直観操作
★「毎分20枚高速コピー」で業務効率アップ

1200dpi相当
20枚/分
20枚/分
USB2.0 Hi-Speed、
100Base-TX/10Base-T、
IEEE802.11b/g/n

1200dpi相当
20枚/分
20枚/分
USB2.0 Hi-Speed、
100Base-TX/10Base-T、
IEEE802.11b/g/n

MF726CDWMF726CDW

A4カラーレーザー複合機1

自動両面
印刷可能

モバイル連携
&NFC対応で
簡単印刷

高耐久
8万ページ

無線LAN対応
標準2段カセット

パネルタイプ

DLP

★約1.5時間のバッテリー駆動
★縦×横１１ｃｍのコンパクトサイズ

■アスペクト比 ：
■コントラスト比 ：
■パネル画素数 ：
★約1.5時間のバッテリー駆動
★縦×横１１ｃｍのコンパクトサイズ

16:9
400：1
854×480

16:9
400：1
854×480

100ルーメン
C10WSL

モバイルプロジェクタ6

★無線LANオプション対応
★HDMI搭載！「ピタッと補正」対応モデル

■アスペクト比 ：
■コントラスト比 ：
■パネル画素数 ：
★無線LANオプション対応
★HDMI搭載！「ピタッと補正」対応モデル

16：10
15000：1
1280×800（WXGA）

16：10
15000：1
1280×800（WXGA）

3000ルーメン
EBW420EBW420

プロジェクタ5 パネルタイプ

液 晶
パネルタイプ

液 晶

★HDMI搭載！「ピタッと補正」対応モデル

■アスペクト比 ：
■コントラスト比 ：
■パネル画素数 ：
★HDMI搭載！「ピタッと補正」対応モデル

4：3
15000：1
800×600（SVGA）

4：3
15000：1
800×600（SVGA）

3000ルーメン
EBS04

プロジェクタ7

新商品

MC863dnwv

5年本体
リース料金

5年本体
リース料金

カラー

A4ヨコ送り
35ppm

モノクロ

35ppm
カラー

約11.7円
モノクロ
約2.8円MC843dnwv

カラー

A4ヨコ送り
23ppm

モノクロ

23ppm
カラー

約11.7円
モノクロ
約2.8円

円
税別3台

限定 円
税別3台

限定円
税別3台

限定

円
税別3台

限定 円
税別3台

限定円
税別3台

限定

無線LAN&自動両面印刷対応
コンパクトモデル

A3両面プリント&
両面同時スキャンを
実現したフラグシップモデル

操作性、モバイル連携も強化した
ハイスペックカラーモデル

スマートデバイスと
ワイヤレス接続可能 お求め安い価格で機能も十分

円
税別3台

限定

交換ランプ(ELPLP88)セット

２段フロントカセット給紙の
高生産タイプA3ノビ対応複合機

POP/ポスターを内製化して

しませんか？

専用スタンド

A1普通紙
ロール2本付

円
税別3台

限定

搬入・設置は別料金となります。
SC-T32RC6SC-T32RC6

ラージフォーマットプリンター
小ロット印刷なら
SureColorに

お任せ!

5年間無償保証 5年間メンテナンス品無償提供
搬入・旧機種
引き取り無償

キャンペーン中

搬入・旧機種
引き取り無償

キャンペーン中
ビジネス複合機 大量給紙モデル CORE FIDO 3高速プリント LEDヘッド搭載 A3

対応

自動両面
印刷可能

＋ ＝カラー 11.7円/枚 × 500枚（月）
モノクロ   2.8円/枚 × 700枚（月）

本体リース料金
月額 7,000円

5,850円
1,960円

月額
費用

（税別）14,810円

今お使いの複合機と比べてみて下さい
ファックスを使わないオフィスには

Plan A Plan C
ファックスは単体で使用したい

ファックス

Plan B
既設複合機のサブ機として

既設複合機

トナープレゼント
キャンペーン実施中!!

HDMI搭載小型・軽量ボディ

■街頭防犯 商店街・通学路（自治体）・駐車場・観光スポット ■小規模店舗 ■マンション・アパート ■一時設置・移動防犯システム

セキュリティの第一歩は、早期発見から！不審人物の特定から証拠映像としても

屋外監視カメラ セキュリティ

様々な展示に見て・触れて、具体的な活用・導入事例を聞いてビジネスのヒントをつかんではいかがでしょうか？

アクセスログ管理、アクセス制限機能などを、IDカードやスマートロックなどのドアセキュリティ入退管理システムで様々な問題が解決します。

入退管理ソリューション セキュリティ

説明会開催！

電源/ＬＡＮの配線工事が不要で、会社、施設、設備のドアにセキュリティを実現する「電子錠ソリューション」を紹介します。
●暗証番号、ＩＣカード、指紋認証、スマートフォンによる解錠でキーレスを実現。　●アクセスログ管理、アクセス制限機能付製品で、入退管理システムを実現。

簡単に入退管理を実現！電子錠ソリューション！
スマートロックを超えるインテリジェントロックで安全便利な環境の提供14：30～（45分） 予約不要

■侵入防止・入室制限 暗証番号・ICカード・スマートロック・電子錠 ■屋外施設の入室管理 電子錠 ■書庫の閲覧管理 電子錠

企業経営を行う上でセキュリティ対策は重要な取り組みの一つとなっています。
企業における様々な業務がＩＴ化され情報資産がデジタルとして扱われるようになりました。しかしその利便性と引き換えにおおきなリスクを持つ形となり、情報漏えいなど
企業活動に大きな営業を与える存在となっています。規定や運用ルールの見直しからＩＳＭＳ等各種セキュリティ基準への準拠等、幅広いご相談にお応え致します。

ヤマダでトータルセキュリティをご相談ください！セキュリティ総合相談

説明会開催！ 社用車の事故が企業にもたらすダメージは無限大16：00～（30分） 予約不要

適切な車両運行管理は企業にとってもはや必須のリスクマネジメントです。すぐにご利用いただける携帯通信型のドライブレコーダにて危険運転をリアルタイムに把
握し、的確かつ効果的な指導が行えることが交通事故防止の鍵になることを映像を交え実演でご覧いただきます。

初期投資ゼロで始める！社用車の事故を防いで、リスクとコストを削減

無事故プログラムＤＲ® 安全・エコ・コンプライアンス強化

リスクが減れば…そう、コストも
下がります。50台導入した場合、
5年間で約2,000万円の削減！

■コスト削減
社用車の事故が企業にもたらすダメージは
無限大。適切な車両運行管理は企業にとっ
てもはや必須のリスクマネジメントです。

■リスクマネジメント
ドライバーの運転傾向を詳細に把握
することができ、的確かつ効果的な
安全運動指導ができます。

■危険運転をリアルタイムに把握

世界最高レベルの精度を誇るNECの顔認証エンジン"NeoFace"を活用した「顔認証システム導入セット」は、
登録者の出入りを検出し従業員に通知する事で、現場の課題を解決します。

顔認証ソリューション セキュリティ

福祉介護施設や小売店舗などにオススメ！
現場の課題を解決する顔認証ソリューション

●入居者の無断外出にお困りの福祉介護施設
●万引き被害にお困りの小売店舗

●VIPへのおもてなし強化を実現したいホテル
●入退管理のセキュリティ強化を実現したいオフィスや工場

13：00～（45分） 予約不要 こんな所にオススメ!説明会開催！

■施設の入退室管理に
ICカードを持たずウォークスルーで自動ドア開錠 常習犯入店と同時にアラームを発報

■万引き常習犯対策に STORE

リピーター顧客の来店時にお知らせ。迅速なサービス提供を実現
■顧客サービスの質向上に

買替も安心の省スペース設計!

OKIだけのW無償サービスと
リースを活用して毎月の費用を
固定化できます!

※プレゼントのトナーはブラックトナーTNR-C3LK1（本体価格：￥14,000）となります。※プレゼントのトナーはブラックトナーTNR-C3LK1（本体価格：￥14,000）となります。

FAX不要の環境にオススメ!

突然の出費を
防げます。

同時
開催

説明会開催！ ①14：00～②15：30～（各15分） 予約不要

高い集客効果や企業のイメージアップに貢献！！ビジネスシーンでの活用をご紹介いたします。

デジタルサイネージとの組み合わせで、Pepperがよりかんたん・効果的なPRツールに。

プレゼンでも活躍!

3,000¥
キャッシュバック!!

© SoftBankRobotics Corp. All rights reserved.ソフトバンクロボティクスのPepperを活用し、自社が独自に実施しているものです。

まったく新し
い

接客体験・付加
価値を

生み出しま
す!

まったく新し
い

接客体験・付加
価値を

生み出しま
す!

説明会開催！ 夜間工事におけるガソリン式発電機の問題改善の方法を提案16：45～（45分） 予約不要

近年、夜間工事におけるガソリン式発電機が問題視されています。それは、騒音、排気ガス、途中給油による爆発事故の危険性などです。問題視されている現場をどう解決できるかご説明させていただきます。

今までない軽量、フレキシブル、
素早く太陽光充電がやってくる

防災対策商品 防災・BCP対策

移動しながらも充電できちゃう！ 薄膜太陽光リュックサック

BCP・防災備蓄品で
メンテナンスが
いらない照明器具

同クラスの一般的な複合機同クラスの一般的な複合機 ※突起物は含みません。※突起物は含みません。

さらに、ビジネスのヒントをつかめる業務効率化セミナー　　　　　はこちら完全予約制


