
お手数ですが、必要項目をご記入いただき、FAXにて御申込みをお願いします
FAX申込書送付先 0952-26-5694

RICOH San-ai Presentation Fair 参加申込書

※ 展示内容が一部、変更になる場合がございます。

※ 会場でご覧になりたいソリューションにチェックをお願いします。

担当:

会社名
電話番号

メールアドレス
氏名 所属
氏名 所属
氏名 所属

ご来場日時
19日 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
20日 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

ゾーン名 № 展示ブース 展示ソリューション メーカー名 チェック
A-1 　RICOH Empowerring Digtal Workplace
A-2 　SpeedocV4.0 for RICOH
A-3 　プロダクションプリンティング 　RICOH ProC5200S
A-4 　クラウド型グループウェア　 　サイボウズオフィス サイボウズ
A-5 　クラウド型Office 　Office365 マイクロソフト
A-6 　クラウドストレージ 　box 三井情報
A-7 　テレビweb会議システム 　RICOH Unified Communication System
A-8 　電子黒板・クラウド型デジタルサイネージ 　RICOH Interactive Whiteboard
A-9 　社内実践 　SDGｓ/ViCreA
A-10 　ホームページ＆カタログ作成ソフト 　おりこうブログDS DSブランド
A-11 　動画制作 　動画制作サービス エスプロジェクト
A-12 　グループ通話ソリューション 　BONX for BUSINESS BONX
A-13 　クラウド管理型ネットワークソリューション 　CISCO　Maraki ダイワボウ情報システム
A-14 　どこでもワークシリーズ 　モバイルワーク・テレワーク 富士通
A-15 　自動AI清掃ロボ 　Whiz
A-16 　企業向けLINE 　LINE WORKS
A-17 　スマートフォン・タブレット 　ソフトバンクモバイル端末
A-18 　Tシャツプリンター 　Ri100
A-19 　ハンディプリンター 　RICOH Handy Printer
A-20 　ワークプレイスデザイン 　オフィス家具 プラス/イナバ
A-21 　デジタルカメラ 　360°カメラTHETA　RICOH・ペンタックスデジカメ リコー
A-22 　モバイルエッジコンピューティングデバイス 　dynaEdge DE100 Dynabook

イベント B-1 　イベントソリューション 　紙アプリ リコー
C-1 　ヘルプデスクや問合せの自動化 　AIチャットボット リコー
C-2 　クロノスパフォーマンス クロノス
C-3 　奉行勤怠管理クラウドシステム OBC
C-4 　経費精算システム 　楽楽精算 PCA
C-5 　PCA　財務会計・給与・販売管理システム PCA
C-6 　応研　財務会計・給与・販売管理システム 応研
C-7 　ビジネスホン・インフラ構築 　HITACHIビジネスホン・リコーIT Keeper商品 HITACHI
D-1 　ランサムウェア対策・統合型脅威管理機器 　ゲートウェイセキュリティパック 三井情報
D-2 　IT資産管理＆ログ管理システム 　SKYSEA ClientView SKY
D-3 　ICカード入退室管理・勤怠管理システム 　AMANO管理システム AMANO
D-4 　顔認証セキュリティカメラ 　マルチアイシステム ドッドウェルビーエムエス
D-5 　監視カメラ 　セキュリティカメラ エルモ
D-6 　シュレッダ 　Seculetシュレッダ 石澤製作所
E-1 　HACCP文書専門作成ツール 　HACCPクリエーター サンプランニングシステム
E-2 　パワーアシストスーツ 　ATOUNパワードウェア ATOUN
E-3 　3Dプリンティング 　3Dプリンター＆3Dスキャナ＆切削機 リコー
E-4 　情報自動認識システム 　RFID リコー
E-5 　位置情報システム 　位置情報サービス リコー
E-5 　福祉業務支援システム 　ほのぼのNEXT NDソフトウェア
E-6 　ベッドセンサー 　リコーみまもりベッドセンサーシステム リコー
E-7 　介護用ベッド、見守り支援システム 　眠りSCAN パラマウントベッド
E-8 　通話支援機器 　Comuoon（コミューン） ユニバーサルサウンドデザイン

E-9 　音楽療養コンテンツ 　健康王国 エクシング
E-10 　土木・設備業向けシステム 　デキスパート 建設システム
E-11 　土木積算システム 　ATLUS REAL Evo CST
E-12 　CIM i-Construction対応 　武蔵・TREND CORE・VR 福井コンピュータ
E-13 　施工管理アプリ 　ANDPAD リコー
E-14 　3D建築CAD・施工図・BIM 　ARCHITREND ZERO・GLOOBE・VR 福井コンピュータ　アーキテクト

E-15 　住宅プレゼンシステム 　ALTA（アルタ） CST
E-16 　3D設備CAD活用システム 　CADEWA　Smart 富士通四国インフォテック
E-17 　建設業向けクラウド勤怠管理ソフト 　使えるクラウド勤怠管理for建設業2.0 アサクラソフト
D-1 　電力＆電力制御システム 　リコー電力・RICOH Smart MES リコー
D-2 　AED 　リコーAED リコー
D-3 　照明 　LED エコトラストジャパン
D-4 　補助金 　補助金コンサル GNE
D-5 　空調 　ダイキン空調 ダイキン
D-6 　空気清浄機 　ダイレクトジャパン空気清浄機 ダイレクトジャパン

業種課題解決
【製造】

ソフトバンク

リコー

リコー

リコー

　クラウド型基幹管理システム

　複合機ソリューション

　労務勤怠管理システム

働き方改革

業種課題解決
【福祉】

業種課題解決
【建設】

社会インフラ

セキュリティ対策

業務生産性
向上



＜お問合せ / 申し込み先＞
リコージャパン株式会社 佐賀支社 事務局:江原 担当:
TEL:0952-24-0261 FAX:0952-26-5694

開催日時

2月19日(水)10:00–17:30
2月20日(木)10:00–17:00

市村記念体育館
佐賀市城内二丁目1番35号

会場

駐車場

佐嘉神社駐車場（市村記念体育館隣り）

※駐車券をお持ち下さい。
総合受付にて無料券を
ご用意致しております。

市村記念体育館

佐嘉神社駐車場

セミナーお申込書

氏名
氏名

19日 参加希望
1
2
3
4

20日 参加希望
1
2
3

会社名
電話番号

メールアドレス

セミナー名 【各20社】 開催時間
※参加ご希望のセミナーにチェックをお願いします

所属
所属

働き方改革 ワークライフバランスの大誤解 10:00～10:50
求人開拓セミナー 11:10～12:00
SDGsセミナー 13:00～14:00

いま求められる情報漏洩対策 14:30～15:30
セミナー名 【各20社】 開催時間

女性活躍推進セミナー 10:30～11:30
HACCP義務化対応セミナー 13:00～14:00

着るロボットによる働き方改革セミナー 14:30～15:30


