
“これからの働く”
DXフェア 2022

最大 8000 万円
　　　【補助金完全解説セミナー】

補助金申請センター  サポート窓口  酒井  麻衣子 氏

株式会社スーパー秘書の代表取締役も務められ、
累計 1,000 社以上の補助金申請代行を行う。

「約 7 割の企業が最大 8000 万円獲得」
・これで解決！補助金制度の違いとは
・どの補助金を申請すべきか悩んだ時のポイント

10:30
　　-11:30

14:00
　　-15:30

TSS テレビ番組 “情熱企業” ナビゲーターが語る
【最新事例から考察する DX 時代の新事業と知的戦略】

ディスプロ株式会社
代表取締役社長　桑原  良弘 氏（知的財産管理技能士）
企業の経営・知財マネジメントの最新取材事例から具体的
な事業開発のポイントを解説します。
・ビジネスに活かす知的財産の考え方と商品開発事例
・知的財産活用のポイントと事業プロデュースの考え方
・新事業の「ありたい将来の姿」をまとめる経営デザイン
  シートとは
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RIKEN SEMINAR リ ケ ン セ ミ ナ ー 【定員】本社：30 名、三原：10 名、三次：10 名、岡山：9 名
★オンライン参加は定員なし

ー感染予防対策についてー
本フェアでは、安心してご来場いただくために以下対策の徹底と、ご協力をお願いしております。

恐れ入りますが、体調不良の場合は、ご来場をお控えください。

＜会場の対策＞

＜理研産業社員・メーカー説明員の対策＞

＜ご来場いただくお客様へのお願い＞

マスク着用を徹底 毎日の検温 こまめな手指および
担当ブースの消毒

扉の開放、空調設備
による常時換気

全ての出入り口に
消毒液を設置

受付に検温装置の設置

座席間隔の確保・
会場の消毒の徹底

＠セミナー会場

各階に空気清浄機設置 各フロアの人数制限

協賛
株式会社アールボックス
株式会社アール物流
リコージャパン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
理想科学工業株式会社
ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社
株式会社イトーキ
株式会社 RevComm

コクヨマーケティング株式会社
株式会社内田洋行
日本ヒューレット・パッカード合同会社
ダイワボウ情報システム株式会社
株式会社マルニ木工
エプソン販売株式会社
株式会社プローバ PROfessional Visual & Audio
株式会社セールスフォース・ドットコム 他

主催

〒730-0051  広島県広島市中区大手町 4-6-27
TEL 082-247-3301( 代表）

この印刷物は当社の高速 高品質の複合機で作成しました

～“働く ” の未来を見に行こう～

2022.11.24(木)・25(金)10 :00~17 :00

会場：本社・営業所(三原・三次・岡山)

事前申込：10.3(月)09 :00~

お申し込みフォーム

https://info.riken-21.co.jp/DX_2022

14:00
　　-15:30

11:00
  　  -12:00

株式会社八天堂
代表取締役　森光  孝雅 氏

冷やして食べる「くりーむパン」で人気の八天堂。廃業危機
を味わって本気で取り組んだ、人を大切にする「三方よし経営」
とは？企業の永続繁栄と事業承継のための経営者の心構え、
今後の展望についてご紹介します。

DXに欠かせないデジタル情報は、ロシアのウクライナ侵攻
後に日本へのサイバー攻撃が増えるなどセキュリティの
脅威は高 ま る ば か り で す。そ こ で 本 セ ッ シ ョ ン で は、
Windows Server 2012 サポート終了に付随する課題を紹介
し、今、企業組織に求められる必要な情報基盤を紹介します。

11
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U 近づく Windows Server 2012 のサポート終了！
今、企業組織に求められる必要な情報基盤とは？ 

人生、今日がはじまり
　　　　　　三方よしへの挑戦

日本ヒューレット･パッカード合同会社 プリセールスエンジニアリング統括本部  
シニア ITアーキテクト　西岡 庸介 氏

株式会社 Atmosphere　代表取締役  龍野 裕樹 氏

マスクの正しい着用を
お願いいたします

各階に設けてある消毒液は
ご自由にお使いください

サーモグラフィ等による体温測定に
ご協力をお願いいたします

ご来場時のアルコール消毒に
ご協力をお願いいたします

龍野 裕樹 氏

西岡 庸介 氏
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デジタルの活用で、ビジネスモデルや組織を変革することです。

目的は「企業の競争優位性を確立すること」

DXそもそも

Digital Transformation

とは？

デジタイゼーション

デジタライゼーション

情報のデジタル化

情報をアナログからデジタルへ変換。 
紙と鉛筆から PCとWord、紙の資料の PDF 化など。
これらのデータをメールやチャットで利用するフェーズ。

デジタル化されたデータが
共有・活用され業務プロセスがデジタル化されている。
効率性・収益性・安全性が向上し
新たな 価値を生み出しはじめるフェーズ。

企業・組織・働く人・仕事、そして経営がデジタルデータや
デジタル技術によって革新し、ビジネスそのものの変革や進化、
顧客起点の競争優位性を生み出しているフェーズ。

プロセスのデジタル化

近未来の働き方を表現することで
未来をイメージしてもらい、
まだ誰もなしえていない方法で優位性を
確立できる可能性を示します

スキャニングや文字起こし、翻訳、ペーパーレス化など
デジタル化の方法をご紹介します
デジタル化できないものの効果的な活用方法も展示します

◆ 全てのゾーンに体験コーナーがございます
◆ 展示内容は事前の告知なく変更になる場合がございます

2022 ～ 2050 年ロードマップ：『未来をつかむＴＥＣＨ戦略』（総務省 ＩｏＴ新時代の未来づくり検討委員会（https://www.soumu.go.jp/）を基に理研産業株式会社が作成

※展示内容ではございません

デジタル化されたデータをどのように活用するか
事例や実演を交えてご紹介します

・業種別デジタイゼーション・デジタライゼーションを
　ご紹介します（製造業・建設土木業）
・【予約制】潜在的な問題を知りお客様の未来を考える場を
　ご提供します（製造業・建設土木業・福祉・バックオフィス）
　所要時間：１社につき約１時間

デジタイゼーション、デジタライゼーション、社員教育、
採用活動などで当社が培ったノウハウをご紹介します

人と「ICT」の融合

AI の進化と
宇宙への進出

リコー、キヤノン、エプソンがそれぞれ
サステナブルな未来に向けての取り組み
（カーボンニュートラル、ESG、SDGs）をご紹介します

ＤＸ

デジタイゼーション

デジタライゼーション

業種

社内実践

サステナブル （持続可能）

2022 年 10 月吉日
理研産業株式会社　代表取締役社長　久保田 勝彦

◆ロボット医療・介護

◆ドローンで荷物の配達

◆AI が人の代わりに知的労働

◆宇宙旅行の普及

◆宇宙エレベータの実現

DX
デジタルデータとデジタル
技術による企業変革 2022~

約半分の仕事が
ロボット・AI で代替可能に

~“働く”の未来を見に行こう！ ~◆メタバースで市場の拡大

◆RPA が指示通りに業務遂行

謹啓　清秋の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、“これからの働き方の模索”、“未来に向けた ICT 投資”、“デジタルに

よる変革” などを考えているお客様に向け、課題解決や考え方のヒントとなれば

と思い、この度『“これからの働く” DXフェア 2022』を企画いたしました。

ICT や DX の情報があふれる中で、自社に合うものは何か、どこから手を付け

たらいいのかという切実なお悩みに、実践事例も交えてお応えします。

理研産業はこれからもお客様の課題解決の伴走者となり、お客様の未来の

ためのお手伝いをしてまいります。

ぜひパンフレットをご高覧いただき、ご来場をご検討いただければ幸甚です。

会場、オンラインで、皆様とお会いできることを心よりお待ちしております。

謹白

Rikezon

・目　　的：○○○○
・目　　標：○○○○
・目標達成：○○月まで
・担　　当：田中さん -経理
　　　　　   山本さん - 広報
　　　　　   鈴木さん - 調査
スケジュール管理はこうしよう
この場合はああしよう・・・・

未来予想図
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