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 キヤノンビジネスソリューションフォーラム2016  

                       in 函館 
ご案内 

 ○開催日間 ： ２０１６年１１月２２日（火）  

  ○開催時間 ： １０：００～１７：００  

 ○開催場所 ： フォーポイントバイシェラトン函館（彩雲・翡翠） 

    主  催   キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

写真 
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●セミナーのご案内  ＊項目ごとの内容は詳細ページにて確認願います。 

  ①10:30～11:30   
  「ありとあらゆるものがインターネットにつながる！」 
    ～業務に溶け込む“IoTの活用事例”を紹介します～ 

    ②13:30～15:00   
    社員の給与UPを実現する「あしたの人事評価」 
    ～クラウド型運用“おせっかい”による人事評価のPDCA実現～ 

    ③15:30～16:30  
    「電子帳簿保存法の改正と経理実務への影響を考える！」 
    ～電子帳簿保存法の基本や改正内容を分かりやすく解説します～ 

 
     
 
 

  拝啓 
  貴社、益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。 
  また平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。 
  この度弊社では「変化する時代の中で明日のオフィスを創造する」をテーマに、「キヤノンビジネスソリューション 
  フォーラム2016 in 函館」 を開催する運びとなりました。 

  大きく変化する市場環境の中で、お客様の更なる繁栄と生産性の向上を実現できる最適なオフィス環境を 

  ご提案させて頂きたく、｢各種セミナー｣と｢展示コーナー｣をご用意させて頂きました。 

  お忙しい中とは存じますが、是非この機会にご来場いただきます様、何卒宜しくお願い申し上げます。  
                                                                敬具 

                                           キヤノンマーケティングジャパン株式会社                                                
札幌支店長 浦野 敏行  

●展示のご案内  ＊項目ごとの内容は詳細ページにて確認願います。 

■ ネットワークカメラ 
■ WEB会議システム 
■ 各種プロジェクター 
■ FAX業務改善 
■ スキャナ＆３Dプリンタ 
■ 名刺＆ラベルプリンタ 
■ ポスター作成、高画質プリンタ 
■ ヘルスケア 
■ セキュリティ対策 
■  ドローン 
■ シャトルフォト（額装写真レンタル） 
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■ 11月22日（火）セミナー （各回  定員30名） 

10:30 ～ 11:30 セミナー ① 

15:30～16:30 セミナー③   

13:30 ～15:00 セミナー② 

講師   

 「ありとあらゆるものがインターネットにつながる！」 
～業務に溶け込む“IoTの活用事例”を紹介します～  

 

講師   

「社員の給与UPを実現する「あしたの人事評価」 
～クラウド型運用“おせっかい”による人事評価のPDCA実現～ 

講師   

「電子帳簿保存法の改正と経理実務への影響を考える！」 
～電子帳簿保存法の基本や改正内容を分かりやすく解説します～ 

エコモット株式会社  

代表取締役 

入澤 拓也 

（いりさわ たくや）  

「IoT」とは何か？いまさら人に聞けない、よく分からない・・ 
昨今、様々な市場においてIoTが関心を集めていますが、IoTを導入
することで自社のビジネスにどのようなメリットがあるのかといった疑問を
持っておられる方も多いことと思います。 
本セッションでは、IoTの市場動向や導入についての技術的な解説の
ほか、IoTの活用により「売上が上がった」「コストが下がった」といった
事例とメリットについてご紹介いたします。 

株式会社あしたのチーム 

取締役兼営業本部長 

渡邉 健太 

（わたなべ けんた） 

  1.社員のやる気を引き出し、業績が向上する人事評価とは？ 
  2.人事評価によって優秀な若手人材から選ばれる理由とは？ 
  3.優秀な社員が辞めないための人事評価の仕組みとは？ 
  4.管理職のマネジメント能力が育成されていく人事評価とは？ 
  5.人事評価を効果的に運用していく方法とは？ 
 
本セミナーでは、700社以上の人事評価制度の導入実績のある『あし
たの人事評価』のご紹介のほか、社員の給与ＵＰを実現するための
評価制度運用のポイント、社員の行動を改革し、社員の生産性を向
上させ企業成長へと繋げる方法を、事例をもってご紹介します。 

アクタス税理士法人 

シニアマネージャー税理士 

藤田 益浩 

（ふじた まさひろ 

「電子帳簿保存法は、平成27年度の税制改正におきまして「スキャナ
保存」の要件が大幅に緩和されました。さらに平成28年度の税制改
正では、スマートフォン撮影したものの電子化が可能とされました。 
本講演では、電子帳簿保存法の基本や改正内容を理解するとともに、
この立て続けに行われた税制改正の内容が今後の経理業務にどのよ
うな影響をもたらすのか、経理の業務改善は実現するのか、実務的な
視点で解説していきます。 
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 展示コーナーのご案内 

6 ６ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

各種プロジェクター  

スマホと繋いで・・ 

高輝度軽量LX-MU500         

5000lm WUXGA ハイコスパ 

•100lm 11×11×1.7㎝ 260ｇ 
•HDMI＆Wi-Fi対応  
•約1.5時間のバッテリ駆動 

Wi-Fi対応モバイルPJ C-10W   

ネットワークカメラ/WEB会議システム   
 
 
 

 

 
 
 

 
 

■強化された、ネットワークカメラのラインナップをご紹介！  

  暗視BOXに収納した赤外照明内蔵モデルを展示。 

■キヤノンの強みのデモンストレーション 

  光学ズーム・低照度体感・動体検知・逆光補正等 

■様々な録画ソリューション紹介 

Intern
et 

  Server 

■ビデオ会議システム(LiveOn等)のご紹介  

レーザー光源 LX-MU600Z 
          6800lm         

20,000時間耐久 
フィルターレス 
縦置き設置可 
３G‐SDI対応 

New 

短焦点LCOS とリア投影スクリーン「彩美S」     

WUX450ST 

4500lm WUXGA Wi-Fi対応    

■電源・回線不要 遠隔監視カメラ 
  ミルモット               

カメラや多種多様な計測
機器に対応するセンサーと
自社のデータ伝送端末を
つなぎ、建設現場の「見え
る化」を行う遠隔監視の
サービスです。 
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ドキュメントソリューション  かんたん操作体験コーナー 

FAX受発注業務のペーパーレス化 

ファクス業務は「紙」でしか出来ないと諦めている企業様必見です！ 

【Before】弊社が抱えていた課題 
•お客様から問い合わせを受けても、誰がどのステップまで処理を 
 進めているか確認するのに時間がかかる。 
・注文書の出力コスト・仕分け作業の負荷 
・帳票の保存スペースの確保 

 

スキャナ＆3Dプリンター 

パーソナルユースからプロユースまで 
3Dプリンタのオールラウンダー 
“Cube Pro” 

•小型ながら大容量の造形サイズ 
•技術分野に適した豊富なマテリアル 
•幅広いカラーバリエーション 
•より正確で精度の高い造形物を再現 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

★観光業の方、必見！ パスポート管理に！ 

New 

DR-C240 

こんなことができます① 
「資料作成」 

こんなことができます② 
「PDF作成」 

こんなことができます③ 
「ペーパーレスFAX」 

異なるアプリケーションをひとつに出力！ 

imageWARE Desktopとは複合機と連携するキヤノン製ソフトウェアです 

 紙文書や電子文書にまつわる生産性向上/コスト削減を可能にします！ 

生産性向上！見映えの良い印刷資料をプレビュー表示で簡単に作成 

コスト削減！印刷ミス削減・ペーパレスFAXで紙出力を抑えます  いめ～じ君 

PC実機で基本操作を体験いただけます！ 
会議資料作成やFAX業務のご担当者様のご参加お待ちしております！！ 
 

電子化によりスッキリした机上になり、業務効率も向上！ 
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                               A1ノビ対応モデル。 
                               A1サイズで圧倒的な写真画質を実現 
                               生産性・ユーザビリティーも進化 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

プリントオンデマンド＆大判プリンター 

imagePRESS C65/C650 

•カラー65枚/分、の高速プリント 
•プロも認める高画質 
•封筒やハガキもカセットから高速プリント 
•多彩な用紙に出力可能 
•様々な販促ツールが作れます 

POP カタログ   リーフレット チラシ ラベル 長尺パンフレット 封筒 名刺 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

大判プリンターはこんなに活用できるんです。 

 

 

◆誰でもExcelWord､PowerPointで表や横断幕、ポスターをあっという間につくれちゃう 

・簡単ポスター作製支援ツールPosterArtist 
・PrintPlug-In forOffice、アカウント機能 

◆コピー・スキャン・プリント 
     一台三役で業務を効率化 
  PCレス 
大判カラーMFP 
 「iPF670 MFP」 

■プロフェッショナルフォト画質プリンター 
  「imagePROGRAF PRO-2000」 

あなたの 

吹き込むアイデアを 

最大限に美しく 

ご紹介 
商品 

カラーカードプリンター  
CX-G2400 

省スペース設計で紙、プラスチック、シールメディアに対応した
業界初モデル。1枚のカードが、ビジネスの可能性を拡げてい
きます。 

社員証 
商品シール 

「小ロット多品種の商品ラベルに無駄なく対応」 
「賞味期限、原産地、成分等をわかりやすく表示」 
  こんな思いのお客様に省スペースのラベルプリンター 
 をご紹介します。 

ご紹介 
商品 

カラーラベルプリンター  
LX-P1500 

商品ラベル 

名刺&カードの内製化 カラーラベルの内製化 
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 ヘルスケア 

AED 
2015年12月に施行された「ストレスチｪックの
義務化」に伴い、今後必要とされる効果的な体
制作りの相談コーナーです。 
また、ストレス耐性とEQ能力で人材を見極める 
新卒・中途 採用適性検査もご紹介します。 

ストレスチェック相談コーナー 

弊社は、国内唯一のマルチベンダーです。主要メーカー 
の製品をお客様のニーズに合わせてご提案できます。 

日本光電3100 
-５C°でも可動 

ZOLL AED Plus 
一体型の電極パッズ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

インターネットセキュリティ対策 

ランサムウェア・標的型攻撃が大流行。最新対策をご紹介 

ネットワーク出入口対策・各ＰＣのセキュリティ対策についてキヤノンが
提供する最新製品・サービスをご紹介します 

ウイルス駆除 

迷惑メールタグ付け 違法サイトなど禁止 

インターネット 
HOME 

・展示/ご紹介する製品・サービス 
 UTMレンタルサービス： HOME type-R / U2 
 最新ウイルス対策： ESET Endpoint Protection シリーズ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

メール添付ファイル 自動暗号化（内部統制） 

メール添付ファイルの、情報漏えいを抑止します 

・社外へのメール送信時に添付ファイルを自動暗号化 
・パスワードの自動生成により、安易なパスワード使用 
 を防止します。 
・独自ドメイン ホスティングとの組み合わせで、 
 月額 3,480円～の低コストでご提供します。 

・展示/ご紹介する製品・サービス 
 独自ドメインメールホスティング： HOME type-M 
 オプション： 添付ファイルパスワード付ZIP変換サービス 

オムロン新製品3500 
 小型軽量1.1kg 

New 
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 会場のご案内 

担当 

北海道函館市若松町14-10  
TEL 0138-22-0111 

※お問い合せ 
 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
                函館営業所  CBSF事務局 

               0138-22-3013  

○開催場所   フォーポイントバイシェラトン函館（彩雲・翡翠） 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Shuttle Photo  

■Shuttle Photo（シャトルフォト）額装写真レンタルサービス 

感動する写真でオフィスや空間を極上の空間に！！その想いに応えるのがShuttle Photoです。 
第一線で活躍するプロの写真家（27名）の作品からセレクトした写真（2,600品）を額装し、 
レンタルを行うサービスです。 

空撮（映画、スポーツ、プロモーションビデオ、 ドローン 

～ドローンのリーディングカンパニー～ 

    「ＤＪＩ製品」 を実機でご紹介 
【主な仕様用途】 
●空撮：（映画、スポーツ、イベント撮影、報道など） 
  低コストで手軽に撮影が可能になる 

●点検・巡視 
  家屋、建造物（送電線や工場、ダム、橋、ソーラーパネルなど）の老朽化点検、巡視 

●災害対策・危険区域作業 
  ・洪水や地震などの災害現場調査 

  ・人が立ち入ることのできない崖や危険区域、高所における現場調査 

会場 

http://frontline.cgn.canon-mj.co.jp/canon/saleinfo.nsf/v_url/EE862248B78BA24749257379003F37AB

