
　

展示のご案内

http://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/16/h0914sapporo/ホームページからも
詳細がご覧いただけます

予約不要

TEL：011-281-5741　営業時間／ 9:00～ 17:30（土・日・祝日を除く）　　E-mail：ots-sapporo.event@otsuka-shokai.co.jp
このイベントに関する
お問い合わせは

株式会社大塚商会　札幌支店　「コスモスフェア in 札幌」事務局 担当：長谷川・梶

2016年9月14日水
［10:00～18:00］

ニューオータニイン札幌開催
日時

開催
会場

●会社名、製品名などは、各社または、各団体の商標、もしくは登録商標です。　●展示内容は予告なく変更する場合がございます｡ 

既存の照明から交換するだけで、大幅に消費電力を削減できる「LED照明」。
照明専用の節電ソリューション「プラグワイズ」と一緒に導入すれば、スケ
ジュール管理、電気使用量の計測を安価に実現します。人感センサーや無線ス
イッチと連携し、さらに効率的な節電が可能になります。

節電ソリューション LED照明 
照明制御ソリューション プラグワイズ卓越したものづくりを実現する3次元CAD

SOLIDWORKS Premium
新しくなった3次元CADシステム
Autodesk 製造ソリューション

BIM・CIMツール　Autodesk BIM・CIMソリューション
建築BIMソリューション　ARCHICAD

タブレットによる記録・報告・閲覧ソリューション
ConMas i-Reporter

3D点群処理システム　TREND-POINT
土木施工業向けCIMコミュニケーションシステム　TREND-CORE
住宅設計・プレゼンツールの決定版　ARCHITREND ZERO LED導入・新電力に関するご質問をお待ちしています。

専門アドバイザーが、お答えします。

LED照明＆新電力 ご相談コーナー

マイナンバー制度対策など、機密情報破
棄の“切り札”！ドイツ規格協会が制定す
るDIN規格「セキュリティレベル6」の極
小細断が可能です。高い水準のセキュリ
ティを実現するシュレッダーです。

シュレッダー「極美　kiwami」

設計ゾーン 電力削減ゾーン

最新複合機活用ゾーン

会場のご案内

AI 特集2特集

節電特集1特集

前月の電気使用明細をお持ちください。貴社の電気使用料削減のヒントが見つかります！

製造業様向け

建設業様向け

主催：株式会社大塚商会

RICOH
MP C3504 SPF

RICOH
MP C306Z

「マイクロカット」
採用で細かく
裁断！

パッ! パッ! パッ!パッ! パッ! パッ!

両手がふさがっていても
人感センサーで自動点灯さまざまなタイプをご用意！

高機能でありながら場所を選ばないコン
パクトさと静音性など、センターマシンと
して進化した複合機です。

「RICOH MP C3504 SPF」
「RICOH MP C306Z」

これまでデジタル機では難しかった凹凸
紙への印刷を高品位に仕上げ、さらに封
筒対応力も向上させる定着部圧力調整
機構搭載。

「RICOH Pro C5100S」

［紙文書の電子化ソリューション］　「Quickスキャン V4」
［OCR ＆ ファイル変換］　「Quickコンバート」
［画像ログ］　「Log キャプチャ」
［プリント］ 　「リコー カンタン私書箱プリント AE2」
［文書管理］ 　「Ridoc Desk Navigator V4」
［ラスター /ベクター変換ツール］ 　「図脳RVコンバータ for RICOH」
［免税帳票作成ソリューション］ 　  「RICOH カンタン免税アプリ」

［スキャン］　「Document Navigator」
［スキャン］　「おてがるマイスキャン for MEAP ADVANCE」
［ F A X ］　「せいとんファクス for MEAP ADVANCE」

RICOHカラー複合機

RICOH複合機連携ソリューション

セキュリティ性を重視した極小細断モデル

直感的に操作できる新タッチパネルを搭載した、
オフィス向け複合機です。

Canon複合機連携ソリューション

RICOHプリントオンデマンド機

Canonネットワークカメラ

昼夜を問わず最適な撮影が可能です。逆光で判別
しにくい人物や暗いシーンなどでも見やすく、映
像のすみずみまで監視できます。

「VB-H43」 「VB-S800D」

Canonドキュメントスキャナー

モノクロ・カラーの原稿を毎分130枚の高速スキャン（A4ヨコ・
200 / 300dpi時）で、業務を一気に効率化できます。
書類の電子化業務に最適です。

「imageFORMULA DR-G1130」

“速く、便利に、美しく”多彩な変倍機能や長尺図面にも対
応したフルカラーデジタル広幅複合機です。

「RICOH MP CW2201」
RICOHデジタルフルカラー広幅複合機

「imageRUNNER 
　ADVANCE C5535F」

商業印刷からオフィス、デザイン市場まで幅広
いニーズに対応可能なカラープロダクションプ
リンターです。高画質と高生産性を実現すると
共に、長尺紙への対応など用紙対応力を強化し
ました。

「imagePRESS C65」

Canonカラー複合機

Canonクリエイティブアーツ向けプリンター

コピー、スキャン、プリントと1台三役。高性能でコンパクト
なA1ノビ対応の大判カラー複合機です。

「imagePROGRAF iPF670 MFP」
Canon大判プリンター

大判出力
サービス

USBメモリーでデータをお持ち
いただければ、その場で出力します!

大判出力
サービス

USBメモリーでデータをお持ち
いただければ、その場で出力します!

VB-S800D
VB-H43

北海道札幌市中央区北2条西1-1-1

北海道札幌市中央区北2条西1-1-1
［交通］●JR「札幌駅」より徒歩8分

●地下鉄南北線「さっぽろ駅」より徒歩6分
●地下鉄東豊線「さっぽろ駅」より徒歩3分

●地下鉄南北線「大通駅」より徒歩7分
●地下鉄東豊線「大通駅」より徒歩4分

ニューオータニイン札幌 2階

■ 地下鉄「さっぽろ駅」最寄り出口
22番出口・・・徒歩1分
21番出口・・・一部エスカレーターあり 徒歩3分

※JR「札幌駅」からは地下鉄東豊線「さっぽろ駅」に向かってお進みください。

※ご来場の際は、電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。

大塚商会 札幌支店

丸井
今井

21出口

22出口

札幌
グランド
ホテル 三井住友銀行

りそな銀行

ニューオータニイン札幌

16:00～16:45
電気代がグングン下がる！三本の矢とは？ 
～新電力・LED・照明制御で徹底コスト削減～

45分

注目の「新電力・LED・照明制御」を上手に利用して、賢く節電する
ノウハウをご紹介します。

話題の「Pepper」と「IBM Watson」を活
用するには？新しい「ビジネスのかたち」を
ご紹介します。

セミナーAコース

株式会社大塚商会　共通基盤新規ビジネスプロモーション部
BEMS・プラグワイズプロモーション課講 師

ソフトバンク株式会社
法人第八営業本部　北海道営業課

小谷 肇 氏
講 師

A04

11:00～12:00
「Pepper」と「IBM Watson」の
融合が創り出す新たなAIの世界

60分
セミナーBコース
B01

展示会場にてPepperを展示！

電力削減 関連ソリューション

※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。

ご来場者様へ「コスモスの日」にちなんでコスモスの切り花を1輪プレゼント

節電ソリューション LED照明 
照明制御ソリューション プラグワイズ



■ お申し込み方法
お申し込み用紙に必要事項をご記入の
うえ、FAXにてお申し込みください。
ホームページからもお申し込みできます。

お申し込み締め切り

9月12日 月

●お申し込み多数のコースにつきましては、抽選とさせていただきます。また、締切日より前にお申し込みを締め切らせ
ていただく場合がございます。当日、会場でのキャンセル待ちの受け付けは行いません。抽選の結果につきまして
は、お申し込みされた方全員に、FAX またはE-mailにて後日ご通知します。
●会社名、製品名などは、各社または、各団体の商標、もしくは登録商標です。
●Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone、Mac、Mac ロゴ、OS X は米国および他の国 で々登録されたApple Inc.の商標です。
●セミナー内容・講師は予告なく変更される場合がございます。　●個人・同業者様のお申し込みはご遠慮ください。

まで
2016年

CADセミナーコース

講師：株式会社大塚商会　札幌技術グループ　アプリケーションサポート課　土居 一広

SOLIDWORKSは、優れたパフォーマンスと世界最大級のユーザーコミュニティを持ち、製品開発期間の短縮に貢献します。
本コースでは、SOLIDWORKSのご紹介および、部品作成からアセンブリ、図面作成や応力解析・マニュアル作成までの一連の流れをご体験いただけます。

検証を見据えた3D設計環境を構築！「SOLIDWORKS Premium 2016」
10:30
▼12:30

H01

講師：株式会社シムトップス　細川 泰 氏

建設・工場・保守メンテナンス現場での巡回点検、安全チェック、品質検査、業務日報などの業務にタブレット端末を活用して効率化する「i-Reporter」。
運用事例、導入効果を基に、簡単な帳票作成、分かりやすい入力、セキュリティなどの機能を、新機能とあわせてご紹介します。

タブレット活用システムの決定版！ 検査・点検システム「i-Reporter」の活用事例のご紹介

13:00
▼14:30

H02

「TREND-POINT」では3Dレーザースキャナー、ドローン、MMSなどで計測した膨大な点群データを快適に処理することができます。
本コースではCIMやi-Constructionで必要とされる3次元現況データ作成や縦横断データ作成、メッシュ土量算出など、点群データ活用をご体験いただけます。

「TREND-POINT」体験セミナー
14:45
▼15:45

H03

16:00
▼17:00

H04

セミナー Aコース セミナーBコース

聴講型

体験型

体験型

体験型

講師：トレンドマイクロ株式会社　広域営業本部
広域営業グループ　吉田 仁美 氏

2016年はランサムウェア（身代金要求型ウイルス）の大流行や大手旅
行会社における情報漏えいなど数多くの事故が起きています。本コー
スではその具体的な手口をお話しすると共に入口・出口・内部の各レイ
ヤーで必要な対策をご説明します。

最新IT脅威対策セミナー
10:30～11:20A01

講師：主治医のような社会保険労務士法人 オフィスオカモト
特定社会保険労務士　岡本 洋人 氏

今年の年末調整で必ず利用・提供が発生する「マイナン
バー」、11月末までに50名以上の事業場に実施が義務付
けられている「ストレスチェック」、実務に即して課題や注
意点、行政の最新情報までポイントを絞って解説します。

マイナンバーの年末調整実務・
ストレスチェック実務で押さえておくべきポイント

13:00～14:00A02

講師：本間社会保険労務士事務所　本間 あづみ 氏

女性の活躍が「職場定着」につながる！ 深刻な人材不足に悩
む中堅・中小企業こそ多様な人材を活かさなければならず、そ
のためにワークライフバランス施策が必須です。実はシビア
な生産性の向上や働き方の見直しが求められるのがワークラ
イフバランスです。綺麗事だけではなく、現実的なお話もご説
明させていただきます。

中堅・中小企業こそ必要な
経営戦略としての女性活躍推進

14:30～15:30A03

講師：株式会社大塚商会　共通基盤新規ビジネスプロモーション部
BEMS・プラグワイズプロモーション課

電気代を徹底的に、手間なく下げたい方必見！本コースでは、新電力・
LED・照明制御を組み合わせ、お客様の電力コストを大きく削減できる
方法を、事例も踏まえてご紹介します。さらに節約できた費用をIT投資
に回し、営業効率アップを実現できた事例もご紹介します！

電気代がグングン下がる！三本の矢とは？ 
～新電力・LED・照明制御で徹底コスト削減～

16:00～16:45A04

講師：ソフトバンク株式会社　法人第八営業本部　北海道営業課
小谷 肇 氏

ソフトバンクの新たなコミュニケーションロボット「Pepper」、さらには米
IBMが開発した人工知能型システム「Watson」などの出現が世界を大きく
変えようとしています。「Watson」とつながった「Pepper」は何ができるの
か？本コースでは、IoTの世界におけるこれらの役割や最新のICT関連技術の
融合が与えるインパクト、また、それにより人々の生活やビジネスはどう変
化していくのかについて、映像を交えながら詳しくご説明します。

「Pepper」と「IBM Watson」の融合が創り出す新たなAIの世界
11:00～12:00B01

講師：株式会社NIコンサルティング
　取締役　東海林 一正 氏

自社独自の経営戦略ストーリーを仮説し、その実行最
前線である営業現場を「見える化」しながら検証し続
ける「仮説検証型経営」の具体的手法を公開します。

ストーリーで勝つ「戦略的営業」改革
13:15～14:00B02

講師：株式会社あしたのチーム
　取締役営業本部長　渡邉 建太 氏

社員の労働生産性を高めたい、管理職を育成したい、
採用力を向上させたい、離職率を低減したいといった
「人」に関する経営課題をお持ちではないでしょう
か？これらの課題を、人事評価制度の適切な運用で解
決していくことが可能です。

業績をゼッタイ向上させる「あしたの人事評価」
14:20～15:20B03

講師：株式会社大塚商会　マーケティング本部
通信ネットワークプロモーション課　室前 正徳

家庭事情などで女性が退社するケースが散見されます。企業にとって
重要な人材は継続して勤務してもらいたいのが本音です。本コースで
は、自宅や離れたオフィスでも仕事が継続できる通信環境の構築方法
をご紹介します。

いますぐできる！　
企業の女性活用と人材の定着

15:50～16:50B04

講師：福井コンピュータ株式会社　渡部 達哉 氏

「ARCHICAD」はどんなものか実際に触ってみませんか？テキストを手元に、実際にPCを操作しながら「ARCHICAD」で建物モデルを作成するだけではなく、作成した建物モデルから部屋
面積や部材数量といった各種帳票の作成までをご体験いただけます。CADの操作が得意である必要はありません。マウスやキーボードの簡単な操作ができる方ならどなたでもご参加い
ただけます。

「ARCHICAD」体験セミナー

講師：グラフィソフトジャパン株式会社

2階：セミナー会場A 2階：セミナー会場B

3階：セミナー会場H

50分

60分

60分

45分

60分

45分

60分

60分

120分

90分

60分

60分

名様定員 各13

名様定員 各70 名様定員 各40

セミナーのご案内 おすすめ展示のご案内事前予約制 予約不要オフィスの“困った”を解決！
ビジネスの潮流が分かる！

●会社名、製品名などは、各社または、各団体の商標、もしくは
登録商標です。

●展示内容は予告なく変更する場合がございます｡ 

テレビ会議の最新シリーズ「Groupシ
リーズ」を展示。最先端のテレビ会議を
ご体感いただけます。

ハイビジョン テレビ会議システム
Polycom Groupシリーズ

フレキシブルなシステム増設が
可能なビジネスフォンです。

ビジネスフォン
NEC UNIVERGE 
Aspire UX

「クラウドビジネスフォン」として多様な
サービスと連携。スマートフォンとも連
携することで、出先から会社番号で発
信が可能になるなど、業務のさらなる
効率化を実現します。

クラウドサービス連携で、
ますます便利に！
Smart 
Netcommunity αA1

商品紹介や受け付け業務などさまざま
なビジネスシーンで活躍します。

Pepper 
for Biz

幅広い企業に対応した基幹業務パッケージ
「SMILE BS」シリーズをご紹介します。

企業のグループワークに必要な機能を
網羅した統合型グループウェアです。

勤怠データの一元管理により、リアルタイムな状況把握を実現します。

誰もが使いこなせる操作性を実現したグループウェアです。

基幹業務ソフト 統合型グループウェア

標的型攻撃対策には、要所要所での多
層防御が重要です。「Cloud Edge」は、
メール・Webからの脅威に対抗します。 

標的型攻撃対策ソリューション
Cloud Edge

2-in-1タブレット
HP Elite x2 
1012 G1

電子黒板機能付き
プロジェクター
EPSON 
EB-1430WT

モバイルプリンター
EPSON PX-S05W

指紋認証
Fujitsu 
静脈認証PC

モバイルプリンター
brother 
Pocket Jet

スキャンカット
brother 
CM650W

断裁機
PROSCUT
PCM-15

エコタンクプリンター
EPSON 
EW-
M660FT

標的型攻撃が利用する新型ウイルスを
検知・可視化するアプライアンスです。

ウイルス対策
Deep Discovery Inspector 
powered by Express5800

ファイル保護・Webフィルタリング・
メール誤送信防止対策に適したソ
リューションをご紹介します。

情報漏えい対策
FinalCode
i-FILTER
m-FILTER

就業ソリューション
勤次郎Enterprise

グループウェア
サイボウズ Garoon / Office

SMILE・eValueシリーズと連携し、経営の「見える化」を実現！

3,700社超に及ぶ導入実績を有する営業支援
「Sales Force Assistant」シリーズ

資産管理、ログ管理、デバイス制御など
PCの統合管理を実現するソフトウェア
です。最新バージョンをご紹介します。

IT資産管理・ログ管理
SKYSEA Client View

セキュリティ製品
エレコム iPad周辺機器

最新オフィス
ファニチャー
ライオン事務器

女子力アップ文具・意外と使え～る文具

建設業向け支援システム　POWER見積
プロジェクト原価管理システム　コストマネージャー
運輸業システム　トラックスター

ⒸSoftBank Robotics Corp.

※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。

コミュニケーションゾーン

基幹情報活用ゾーン

最新ハードウェアゾーン

マイクロソフトソリューションゾーン

セキュリティゾーン

サプライゾーン

 クラウド連携で
らくらく管理

他製品の弱点を補強

Surface シリーズ、
Microsoft Azureなど
企業の未来を変える
Microsoft ソリューションを
ぜひご体感ください！

●ちょっとの手間で仕事の効率が
　アップする文具
●アイデア満載! 便利で女性に人気の文具

Surface Book

Surface Pro 4
ハードウェアを購入せずに
サーバーの利用が可能！

POINT1
大きなアイコンと整理された
メニューで分かりやすい
POINT2
全ての機能を
一つの管理画面から利用
できる

サイバー攻撃に
対する

高い防御力

オフィスの「ない」をすぐにお届け

セキュリティ関連商品からアクセサ
リーまで、幅広く取りそろえています。

販売 会計 人事給与
CRM CTI CAB

Custom AP Builder

ドキュメント管理 ワークフロー

スケジューラ

ポータル・業務ナビ

コミュニケーション


