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第
回

出展社・製品一覧

関西

4

総務・人事・経理 Week
2019 年 6 月 20 日現在

第4回

働き方改革 EXPO

と顔を見合わせられる快適なワークスペースを実現。

共同カイテック（株）
• 超高強度コンクリート製OAフロア ネットワーク
フロア ：働き方改革で低い床を提案致します。

神戸市
：国内
• 神戸空港の規制緩和で神戸がより便利に！

コミュニケーションツール

第4回 関西 HR EXPO
（株）ITCS
• ManageOZO3：業務アプリの統合運用と高機能ワーク
フローで実現する全従業員の業務フロントシステム

（株）
クイック
：求める人物
• 採用コンサルティングサービス「採活力」
像の策定や自社の強みの抽出、競合分析を実施

クジラ（株）
（株）
グローアップ
「キミスカ」は会いたい学生に会える、新
• キミスカ：

関西 総務・人事・経理 Week 内の同時開催展すべてにご入場いただけます。

（あてはまるものに1つだけ を付けてください。）
1. あなたの所属は？
□ 1. 総務
□ 6. 経営企画

□ 2. 人事
□ 7. 情報システム

2. あなたの会社の業種は？
□ 1. サービス
□ 6. 流通（卸・小売）
□ 11. 学校・教育

□ 2. 情報通信
□ 7. 金融・保険
□ 12. 官公庁・自治体

3. 来年（2020年）の出展について
□ 1.
□ 2.
□
□

□ 3. 経理・財務
□ 8. 施設管理

□ 3. 製造
□ 8. 不動産
□ 13 . その他

□ 4. 法 務・知 財
□ 5. 経営幹部
□ 9. その他（営業・マーケティング）
□ 4. 建設
□ 9. 飲食・宿泊

下記展示会に出展をしたいので、連絡がほしい。
出展を検討したいので、下記展示会の資料を送ってほしい。
働き方改革 EXPO □ HR EXPO
□ 福利厚生 EXPO
法務・知財 EXPO □ オフィスサービス EXPO
□ オフィス防災 EXPO

□ 5. 運輸・物流
□ 10. 病院・福祉

コール業務代行サービス

（株）プラスアルファ・コンサルティング
【HRテクノロジー大賞授賞】
科学
• タレントパレット：
的人事で採用、育成、配置、離職防止を支援

freee（株）

• 人事労務freee：勤怠・給与計算・労務を全て網羅し
たクラウド！データの転記や二重管理が不要に！
（株）プロジェクトデザイン
（株）ペイミー
HOYA（株）MD部門
• クラウド型勤怠管理システムkinnosuke：最新！
導入までフルサポートの勤怠管理システム。

（株）POL
• LabBase：市場に出てこない優秀な理系学生に
アプローチできます。

（株）マイナビ
• マイナビ2021：学生満足度No.1！／※調査委託
先：楽天インサイト株式会社（2019年4月）

（株）マネーフォワード（給与計算・勤怠管理）
• マネーフォワード クラウド給与：複雑な給与計算を

3ステップで。年末調整もスマホで完結。

Micoworks
Myanmar Unity

• 技能実習生・特定技能・高度人材：ミャンマー人の
育成及び日本への送出しを行う機関です！
ユームテクノロジージャパン（株）
Unipos（株）
• Unipos：ブース内では相談コーナーを設け、御社
の課題に最適な提案をさせていただきます。

LINE（株）

• LINE採用コネクト：LINEにしかできない新しい
採用コミュニケーションで新卒採用に革命を！
（株）
リアライブ
• 早期採用イベント！ジョブトラ：就活解禁前開催数
7年連続№1！
社会保険労務士法人Real&Cloud
• 電子申請義務化対応ソフト：5種類の単機能・複合
機能の電子申請ソフトを比較提案可能！
税理士法人Real&Cloud
• 年末調整アウトソーシング：面倒な年末調整手続きを
アウトソーシング！中大規模でもご相談下さい
（株）
リクルートキャリア
•リクナビHRTech：テクノロジーで人事を支える
リクルートの人事業務支援！
LiBzCAREER／（株）LiB
：月10万円で何人
• LiBzCAREER（リブズキャリア）
採用しても0円のダイレクト・リクルーティング

（株）労働新聞社
：労務・人事に関する専門紙。経営者・
•『労働新聞』
人事総務担当者・社労士の皆様を支援します。

□ 会計・財務 EXPO
□ オフィス セキュリティ EXPO

※一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、登録済の入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。
BOSK-J
※会場内でのカメラ・動画などによる撮影は固くお断りいたします。

（株）ロココ
：働き方改革
• 勤怠管理システムTimes（タイムズ）
に不可欠!高機能なパッケージ製品です。
（株）ワンキャリア
• 新卒採用メディア：アクティブ率76%。専任アドバイ
ザーが御社の採用マーケティングをバックアップ

• エスコート・H：コンパクト設計で全身のケアが出来ます！
（株）メンタルヘルステクノロジーズ
（株）ユニマットライフ
• オフィス向けドリンク：社内で利用されるコーヒー・
お茶・水の全てをユニマットライフで提供可能

くらい」
「どのように削減可能か」を分析・提案

（株）
リクルートライフスタイル
•じゃらんコーポレートサービス：導入社数15,000社
突破！完全無料の出張宿泊予約サイト

第4回

関西

SJ-K

経営戦略としての働き方改革

BOS-S1 ＜企業防災＞

（株）OSK
• 統合業務パッケージ SMILE V：労務管理支援機
能やRPA機能など、働き方改革を徹底支援
（株）オービック
• 統合業務ソフトウェアOBIC7：会計、販売、生産、
人事、給与などの基幹業務統合システム

（株）オネスト
：
• 建設業向け会計・業務統合システム「Unisect」
財務会計や原価管理等をワンパッケージで提供！
（株）
クレディセゾン
• 支払代行サービス：煩雑になりがちな「振込業務」
を簡略化し業務量を軽減します！
（株）
コンカー
• 経費精算システム：紙やExcelでの経費精算から
脱却、経費のムダの見える化を実現します！
（株）ジャストコンサルティング
• 事業承継の総合支援サービス：理念から組織・経営

BOS-S2 ＜BCPの最前線＞
11月13日［水］14：30〜15：30

ノウハウまで、事業承継をまるごとサポート

（株）東計電算
• 決済フロントシステム：決済代行会社とユーザー様
の間に立って、業務をサポートいたします。

たまま階段を降ろせる車イス

第4回 関西 オフィス セキュリティ EXPO
Akerun
（株）JX通信社

（株）ネットレックス
：あら
• 物品管理のクラウドサービス「Convi.BASE」
• FASTALERT：SNSからAIが災害情報やオフィス防災
ゆるモノを一元管理して、棚卸しの工数を半分に！
に役立つ目撃情報を収集し、配信するWEBサービス
（株）富士通マーケティング
（株）
ビデオセンシング
• GLOVIA iZ（グロービア アイズ）会計：膨大な明細
• 防犯・監視カメラシステム：情報漏洩対策に！
を高速処理し、財務・経理の現場業務を効率化！
（株）フォトシンス
（株）BearTail
• Akerun入退室管理システム：既存のドアに後付け
• Dr.経費精算：紙の領収書をなくせる唯一の経費精
可能！クラウド型の入退室管理システム。
算システム

第1回

法務・知財 EXPO
（株）マネーフォワード
• マネーフォワード クラウド経費：成長企業・変革企業 出展社・製品は下記URLをご覧ください
から選ばれるクラウド型経費精算システム
▶▶▶www.office-kansai.jp/eguide/
関西

〜人事管理エキスパートから戦略人事プランナーへ〜

主席技監

グローバル経営に資する人材育成

HR-S3

（株）
レスキューナウ
危機管理アドバイザー
市川 啓一

BOS-1

デジタル HR 時代の
最新テクノロジー動向と
これからの人事のあるべき姿

兵庫県立大学 大学院
減災復興政策研究科
准教授 紅谷 昇平

慶應義塾大学

＜BCP策定のポイント①＞

11月13日［水］12：30〜14：00

〜正しい「初動対応」と「防災対策」の各論とポイント〜
ソナエルワークス 代表 BCP 策定アドバイザー 髙荷 智也

BOS-2

東急ファシリティサービス（株） 取締役 常務執行役員
ビルマネジメント事業部長 兼 BC 研究センター センター長 平本 和弘

＜BCP策定のポイント②＞

失敗から学べ！様々なケースを想定した
鹿島建設の BCP への取り組み（仮題）

11月14日［木］12：30〜14：00
講師選定中

鹿島建設（株） 総務部長

田辺 義晴

＜戦略総務＞

受講無料

ファシリティマネジメントが拓く総務の未来

〜戦略総務プロフェッショナルの志と技〜
いのうえ FM コンサルティング 代表 ／

（株）月刊総務
取締役 編集長
豊田 健一

（一社）ファシリティ・オフィスサービス・コンソーシアム
副代表理事 ／
元 パナソニック（株） 本社施設管財部 井上 英夫

関西 法務・知財 EXPO

特別講演

＜法務業務のデジタル化＞

（一社）留学生支援ネットワーク 事務局長

人事センター・HR Tech 推進室

受講無料

法務部

ネスレ日本（株）
部長 ／ 弁護士
美馬 耕平

講師選定中

LEG-2

＜知的財産部の役割と人材育成＞
講演内容の最新情報はこちらをご覧ください

＜企業不祥事の防止＞

www.office-kansai.jp/legal_seminar/

認定 NPO 法人グッド・エイジング・エールズ

プログラムの日時・詳細は

▶

www.office-kansai.jp/seminar_ pr/

講演内容の最新情報はこちらをご覧ください

www.office-kansai.jp/hr_seminar/

11月14日［木］14：30〜16：00
PRIDE 指標 ゴールド受賞！ライフネット生命の LGBT・

ダイバーシティに関する取組
代表

松中 権

＜人材育成の先進事例＞

11月15日［金］15：00〜16：30
GE の人材育成 −伝統と変革

共催：
（一社）日本 CFO 協会

主催者 リード エグジビション ジャパン（株） 展示会 事務局 〒163-0570 東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル 18 階
TEL：03-6386-5177 FAX：03-3295-7007 E-mail：bousai-kansai@reedexpo.co.jp

受講無料

11月14日［木］12：30〜14：00

11月15日［金］15：00〜16：30
生き残れるか経理財務？ 経理財務の変革なしに
ガラパゴス化した日本企業の将来はない！

ストラットコンサルティング（株） 代表取締役 ／
（一社）日本 CFO 協会 主任研究委員
池側 千絵

デュポン（株）
取締役副社長
橋本 勝則

ACC-1 ＜事業承継＞
11月14日［木］15：00〜16：00
M&A で新たな成長軌道へ 〜社長、社員、取引先、お客様全員が幸せになる M&A〜

フリーランス経理部長が語る！
経営を強くする戦略経理とは？

執行役員

人事総務本部

HR アナリティクスグループ 部長代理 小山 真一

11月13日［水］14：30〜15：30

少子化ジャーナリスト ／ 作家 ／ 相模女子大学

働き方改革プロジェクトリーダーを命ずる！〜社内実践から見えてきた課題〜
リコージャパン（株） 総務部 統括グループ リーダー 兼
働き方変革委員会推進事務局 加藤 茂

森山 隆一

11月15日［金］12：30〜14：00
マツキヨを支える戦略部門としての財務経理部

〜「強い財務・経理部門」への変革〜

流創（株） 代表取締役 前田 康二郎 （株）マツモトキヨシホールディングス 管理本部 財務経理部長 西田 浩

客員教授 ／ 昭和女子大学

（株）スープストックトーキョー
店舗営業部

取締役副社長 兼
部長 江澤 身和

コニカミノルタジャパン（株） マーケティング本部
カスタマーリレーション統括部 統括部長 今井 隆広

サイボウズ（株） 人事本部 マネージャー 兼 チームワーク総研
シニアコンサルタント 松川 隆

11月14日［木］12：00〜13：30
ソフトバンク流 働き方改革と副業兼業の取り組みについて
ソフトバンク
（株）
人事本部 戦略企画統括部 人事企画部 課長 石田 恵一

11月15日［金］12：00〜13：30
講演内容の最新情報はこちらをご覧ください

www.office-kansai.jp/ws_seminar/

関西 福利厚生 EXPO

特別講演

WEL-S1 ＜健康経営＞
健康経営とは何か！

〜その本質と真髄に迫る〜
（株）フジクラ CHO（最高健康経営責任者）補佐 ／
（株）フジクラ健康社会研究所
代表取締役 CEO 浅野 健一郎

白河 桃子

100 人 100 通りの働き方を実現したサイボウズの働き方改革

＜オフィス戦略＞

WS-5

客員教授

11月14日［木］10：00〜11：30

＜副業制度導入のポイント＞

WS-4

スープストックトーキョーの複業制度 〜「働き方開拓」はじめています〜

受講無料

11月14日［木］10：00〜11：30
データ活用による「見える化」で
従業員の意識・行動を変える！
コニカミノルタの健康経営
コニカミノルタ
（株）
常務執行役 若島 司

専門セミナー
WEL-1

＜ウェルビーイング経営＞

11月15日［金］10：00〜11：30

ミズノが目指す、運動・スポーツを軸とした「ウェルビーイング経営」 味の素流「健康経営」〜「こころとからだの健康」の実現に向けて〜
ミズノ
（株） 人事総務部

健康経営エキスパートアドバイザー
芦野 晃央

味の素（株） 人事部労政グループ 兼
健康推進センター シニアマネージャー 菊地 さや子

セミナーの申込みは Web から

専門セミナー

＜戦略経理＞

（株）日立ソリューションズ

IT 戦略部 部長 大脇 智洋

＜多様な働き方の実現＞

WS-3

三菱重工業（株）
代表取締役 副社長執行役員 CFO
小口 正範

ACC-S2 ＜経営を加速させる経理・財務のあり方＞

11月13日［水］12：00〜13：30
人事の RPA 開発者が語る、RPA を活用した業務効率化

＜ゼロから始める働き方改革＞

WS-2

三菱重工の経営改革とガバナンス
及び CFO の役割（仮題）

（一社）日本 CFO 協会 副理事長 ／
元 パナソニック（株） 代表取締役副社長
川上 徹也

ACC-2

住友商事（株）
理事 人事厚生部長
降幡 至功

失敗しない働き方改革の 3 要素についてポイント解説 講師選定中

関西 会計・財務 EXPO

経理財務部門をビジネスパートナー化して、
事業部門の業績目標達成と意思決定支援を！

（株）ディー・エヌ・エー

GE ヘルスケア・ジャパン（株）
アジア・パシフィック 人事本部長 宇佐見 英司

（株）日本 M&A センター

本展に関する問合せ

力を最大限発揮できる環境整備に向けて〜

WS-1
＜RPA導入のポイント＞
100％社内リソース！
DeNA の RPA を活用した業務改革

ライフネット生命保険（株） 人事総務部 部長 岩田 佑介

事前の一策は事後の百策に勝る
― CFO「女房役の心得」

明治学院大学 名誉教授 ／（一社）GBL 研究所 代表理事・会長 ／ 元 伊藤忠商事（株） 法務部 河村 寛治

受講希望の方は会場内 特設スペースへ直接お越しください

講師選定中

ACC-S1 ＜経営改革とCFOの役割＞

法務部が取り組むべき、企業不祥事の防止策

出展社による製品・サービス発表セミナー

11月14日［木］9：30〜11：00

大日本印刷（株） 包装事業部 IP 第 1 営業本部 本部長 兼
元 働き方の変革事務局長 山口 圭介

11月15日［金］9：30〜10：30

住友商事のテレワーク〜多様な個々人が

総務省 情報流通行政局
情報流通高度化推進室長
飯村 由香理

ヤフー（株） コーポレートグループ ピープル・デベロップメント統括本部
カンパニーPD 本部長 金谷 俊樹

＜LGBT推進＞

11月13日［水］9：30〜10：30

11月15日［金］14：30〜16：00

御社の働き方改革、間違っていませんか？ 経営戦略としての働き方改革

進化を続けるヤフーの戦略的採用改革とは

ソニー（株）
室長 橋本 征義

誰もが働きやすい職場を目指して
〜はじめての LGBT〜

特別講演

田井 美可子

11月13日［水］15：00〜16：30

HR-3
＜AI採用の最前線＞
AI で進化する個に寄り添うソニーの新卒採用（仮題）

HR-5

（株）メルカリ HR Business Partner

＜採用戦略＞

マーケティング視点で構築するニトリグループの
総力採用 〜未来から逆算した採用戦略〜

専門セミナー
LEG-1

久保田 学

ヒトづくりは意識作りから。大日本印刷 事業部ごとの人材育成

ネスレ日本が実践する
リーガルテック時代の法務業務

弁護士ドットコム（株） 取締役 ／
（一社）シーコンソーシアム 理事 ／ 弁護士
橘 大地

メルカリが語る！
グローバル採用と、その人材が活躍しやすい風土作り

〜体制整備、キャリア、異文化コミュニケーション〜

HR-4

（株）コンカー
代表取締役社長
三村 真宗

専門セミナー
11月13日［水］10：00〜11：30

外国人採用で押さえるべきポイント

HR-2

シスコシステムズ合同会社
代表執行役員会長
鈴木 和洋

（株）セプテーニ・ホールディングス
代表取締役 グループ上席執行役員 上野 勇

＜外国人雇用のポイント＞

HR-1

『働きがいのある会社』ランキング 1 位
コンカーが語る 最高の働きがいの創り方

テレワークの最新動向と
総務省の政策展開

専門セミナー

11月14日［木］15：00〜16：30

リーガルテックの発展と法務の未来
〜IT 時代の情報管理部門が担う役割と責任〜

大学院経営管理研究科
特任教授 岩本 隆

11月15日［金］9：30〜11：00

「 働き方改革 その先へ」
−シスコの働きがいのある会社づくり−

＜テレワーク＞

WS-S4

デジタル HR の最前線
データに基づく採用と育成

（株）ニトリホールディングス 組織開発室 室長 永島 寛之

11月14日［木］9：30〜11：00

戦略総務は、コンパクト。
考える総務の実現に向けて

LEG-S1

講演内容の最新情報はこちらをご覧ください

www.office-kansai.jp/bousai_seminar/

関西 オフィスサービス EXPO

特別講演
OFS-S1

サステナブル経営のための BCM 事例 〜意識を高め、お金をかけずに出来る事から〜

11月15日［金］12：00〜13：30

（株）電通
執行役員 ／ CBO
大内 智重子

＜働きがいのある会社の創り方＞

WS-S3

代表理事 ／「ティール組織（英治出版）」解説者 ／
東京工業大学リーダーシップ教育院 特任准教授
嘉村 賢州

＜HRテクノロジー＞

電通における労働環境改革
（2017・2018）

（株）ジャパネットホールディングス
エグゼクティブエキスパート
人事・コンプライアンス担当 井上 章

〜個性を生かして活躍できる『ティール組織』
とは〜（仮題）

HR-S4

11月14日［木］14：30〜16：00

ジャパネットグループにおける
生産性向上と働き方改革

11月15日［金］10：00〜11：00

場づくりの専門集団 NPO 法人場とつながりラボ home's vi

（株）
リクルート
執行役員（人事・総務担当）
野口 孝広

＜働き方改革による生産性向上＞

WS-S2

今のままの組織でいいのか？

専門セミナー
災害時に機能する BCP 策定

パナソニック（株）コネクティッドソリューションズ社
常務 Chief Digital Officer ／ Chief Information Officer
榊原 洋

ヒューマンリンク（株） 代表取締役社長 ／
三菱商事（株） 人事部 部付部長
和光 貴俊

＜ティール組織＞

リクルートの働き方変革の
歩みと気づき

会社風土から変える「働き方改革」

三菱商事が取り組む
次世代リーダーの育成

参天製薬（株）
執行役員 人事本部長
藤間 美樹

BOS-S3 ＜自治体防災＞
11月15日［金］12：30〜13：30
自治体の災害対応における
応援・受援体制のポイント

11月14日［木］12：00〜13：30

受講無料

11月13日［水］9：30〜11：00

100 年企業 パナソニックが挑む！

www.office-kansai.jp/hr_seminar/

〜ビジネスを成功に導く経営人材〜（仮題）

ソニー（株）
技術渉外担当
上田 康弘

＜働き方改革の先進事例＞

WS-S1

講演内容の最新情報はこちらをご覧ください

＜経営人材の育成＞

www.office-kansai.jp/bousai_seminar/

関西 働き方改革 EXPO

特別講演

人事戦略の最新企業事例（講師選定中）

カゴメ
（株）
常務執行役員 CHO（最高人事責任者）
有沢 正人

受講無料

̶熊本地震の実体験から有効性を再検証

『なぜ急ぐ？ 夜間休日の災害対応』
業務時間外の災害対応への考え方とは？

有、国内全キャリア電波で冗長化【エニー】が新登場

日本ストライカー（株）
非常食共同出展
（株）フューチャーイン
（株）フロムハート
（株）mimoto
MIRAI-LABO（株）
•リフィルバッテリー式発電機 G-CROSS：電力を
無瞬断で継続供給できる世界初の電源装置！
（株）LA・PITA
（株）
レスキューナウ
•レスキューWebMAP：災害情報を即時に地図表示！

勝ち続ける企業の人事制度構築

HR-S2

BCP 策定で、企業は何を優先すべきか

（株）新建新聞社 常務取締役
リスク対策 .com 編集長 中澤 幸介

初の胸骨圧迫ヘルプ機能を体感いただけます。

トヨクモ（株）
【サイボウズスタートアップス】
• 安否確認サービス2：
から
【トヨクモ】
に社名変更しました！
トライリンクス（株）
• 階段対応車イスBest-Chair：災害時には人を乗せ

＜戦略人事＞

受講無料

11月13日［水］15：00〜16：30

11月13日［水］10：00〜11：30

実災害から学ぶ BCP
「鳥の目・虫の目・魚の目」と
「予測・予防・対応」3 つの視点

オフィス防災 EXPO

（株）アドテクニカ
（株）
リロクラブ
• 安否コール：ID/PW不要で使いやすい安否確認
• 福利厚生アウトソーシング：企業価値向上に貢献
システムをご紹介します！
！
（株）
リロケーション・ジャパン
オムロン ヘルスケア（株）
（株）ロワール
• AED：初めての人でも迷わず使える、簡単操作が特徴
• ポイントカードシステム：ビジネスギフトのお悩み解
の小型AED。軽量だから持ち運びも楽にできます。
決！カタログギフトのWEB版！
（公財）高知県産業振興センター
第4回 関西 会計・財務 EXPO
• 百三珍 豆腐ジャーキー：国産大豆と室戸海洋深層
（株）アール・アンド・エー・シー
水を使用した、常温で3年間の保存が可能な商品。
：
• 入金消込・債権管理システム「V-ONEクラウド」
三和エナジー（株）
煩雑な入金消込業務を手軽に効率化！
• 大規模災害時エネルギーサポート事業：有事の際、
（株）ICSパートナーズ
「燃料」をお届けします！
• ◆戦略情報会計システムOPEN21SIAS◆
（一社）全私学新聞
：DWHとBIでコックピット経営を実現！
（株）そごう・西武
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル INC.
（株）
タナカショク
（株）インフォマート
テレネット
（株）
• BtoBプラットフォーム 請求書：導入企業30万社突破！
•
HAZARD
TALKエニー：災害時の通話・写真動画共
月初の請求業務に追われない経理の新しい常識

HR-S1

日本航空（株）
特別理事 大川 順子

関西 オフィス防災 EXPO

特別講演

関西 HR EXPO

特別講演

ワークライフバランスを実現する
JAL の働き方改革（仮題）

（株）ワーク・ライフバランス
代表取締役社長 小室 淑恵

旭化成ゾールメディカル（株）
（株）
リベロ
• ZOLL AED plus：実機デモやVR救命体験で、世界
• 転勤ラクっとNAVI：転勤に伴うお部屋探しや引越し、
その他ご相談を無料でサポートするシステムです

＜ワーク・ライフ・バランス＞

11月13日［水］12：00〜13：30

▲
▲
▲

に本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の □にチェックを
入れてください。 □ ● 展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。 ● 弊社は個人情報に
ついて細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ（https://www.reedexpo.co.jp）をご覧ください。

自動集計、スマホ・生体認証等豊富な打刻手段

（株）船井総研コーポレートリレーションズ
• Recruiting アポluck リクアポ：採用プロセスの

関西 総務・人事・経理 Week 基調講演
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お申込み・最新情報

▶▶▶

▲
▲
▲

展示会受付にご提出ください。入場者バッジをお渡しいたします。

● 来場された方には、今後、DM や電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナーの開催案内をさせていただきます。また、報告書など

（株）スペースリー
みずほ情報総研（株）
第3回 関西 福利厚生 EXPO
【2,000社が導入する360
• 給与計算アウトソーシング：給与・賞与・社保計算から
• どこでもかんたんVR研修：
（株）AIVICK
年末調整・地方税納付まで、業務効率化を支援
度VR】VRなら効率的、かつ効果的な研修体験が実現
• Fit Food Biz Lite：栄養バランスが整った健康
ミロク情報サービス
（株）SmartHR
弁当をオフィスにお届け！健康簡易社食サービス！ （株）
• Galileopt NX-Plus：ワークフロー一体型ERP
• SmartHR：毎月1,000社以上が導入するクラウド （株）Avenir
パッケージシステムをご紹介します！
人事労務ソフト！
「休職は予防できる」
• 嘱託・専属産業医サービス：
メリービズ（株）
住友不動産ベルサール（株）
産業医をご紹介します！
• 採用イベント：イベントホール・貸会議室を東京都内 （株）AGREE
（株）ラクス
で29会場展開
• 楽楽精算：導入実績4000社以上！日本で最も選ば
医療相談アプリ
：
時間
日、
スマホで
•
LEBER 24
365
れているクラウド型の経費精算システム！
（株）ZENKIGEN
医師に相談できる環境を届けます。
• 顧客満足度No.1のWEB/動画面接ツール
（株）ROBOT PAYMENT
（株）あるる
：最新の面接手法をご提
HARUTAKA（ハルタカ）
請求管理ロボ
：請求業務まだ手作業ですか？クラウド
•
• 家電家具レンタル：社員様への備品を購入からレン
案いたします。
サービスで請求・集金・消込・催促作業を自動化
タルへ！担当者様の手間を軽減いたします！
ソニービズネットワークス（株）
関西
（株）イーウェル
第4回
オフィスサービス EXPO
：マニュアル不要で
• 勤怠管理システム「AKASHI」
• 健康経営推進支援サービス：健康データ分析、改善
アイリスオーヤマ（株）
使える勤怠管理システムです！
施策、健康経営認定取得まで幅広く支援します
• 無線照明制御システムLiCONEX：かんたん施工、
（株）Techouse
（株）飯島産業
快適通信、無線制御でさらに省エネ
《リッチな採用
•【強力な採用支援システム！】OMROS：
• オリジナルユニフォームの製造：トヨタ自動車様や
アマゾンジャパン（同）
HP×採用管理》で貴社の採用力を強化します！
グループ企業様を中心に製造しています！
（株）月刊総務
（株）電通国際情報サービス
ウォータースタンド（株）
：2400社
• 統合HCMソリューション「POSITIVE」
• ウォータースタンド：水道直結ウォーターサーバー （株）サイバーネット
以上の実績！AIを搭載した最新版をご紹介
•【名刺WEB発注システム】プリントバーンⅡ：名刺の
でプラスチックごみの削減を。
コスト削減、業務の効率化をご提案致します！
（株）東亜ワーク
（株）エス・ケイ・エス
さつき
（株）
• 外国籍人材の派遣・紹介の総合人材サービス：
• 給食予約システム Smile9：Webだから導入が簡単。
若くて優秀な人材をご紹介します。
• 次世代節電ユニット ecomo：トランス（変圧器）
スマホで予約できる。給与へのCSVデータ連携。
単位で電気使用量を5〜15％削減！
（特許品）
（株）Donuts（ジョブカン）
（株）オアシスリンク
ジェネクスト
（株）
：
• バックオフィス支援クラウドサービス「ジョブカン」
クリーンエア・スカンジナビア（株）
従業員の入社から退社までの手続きを一元管理
• 道交法遵守「見える化」サービス：ドライバーの道交
分煙ソリューション
「
、
、
、
•
SF2000X SF4000 SF6000
法遵守を見える化。企業様の交通事故削減します
（株）ギブリー
track（トラック）
：健康増進法改正案の対策となります！
SFForum」
（株）
ダイオーズ ジャパン
• プログラミング「学習・試験」プラットフォーム
三協エアテック（株）
track：エンジニアの採用と育成を支援します。
• オフィスコーヒーサービス：お客様のニーズ・従業員
：インフルエンザ
• 高度清浄加湿装置「うるおリッチ」
人数・ご予算に合わせた小型コーヒーマシン
NISSOKEN/（株）企業研修
の感染を広げない職場づくりで欠勤率ダウン！
• EIA診断：定着のために必要な48の視点からエン （株）シュガーレディ本社「オフィス・シュガーレディ」 （株）大光テクニカル
ゲージメントの課題を明らかにします！
（株）たけでん
• 法人向け宅配型社食サービス「オフィス・シュガー
（一社）日本きらめき協会
• ルーフシェード：金属屋根向け日除け工法で建物ま
レディ」
：いつでも美味しい社食サービスです！
るごと日陰にします
• 自律型人材育成ファシリテーター養成講座：自律型 （株）第一興商
人材育成の専門家として社内でご活躍頂けます。
：従業員のスト 中央自動車工業（株）
• オフィス向けカラオケ「ココカラDAM」
（株）ネオキャリア［MOCHICA］
：法令で定め
• アルコール検知器「ソシアックシリーズ」
レス緩和とコミュニケーションの活性化を実現!
られた完全運転管理者様の義務に適切に対応！
：新卒から
• LINE連携採用管理システム［MOCHICA］
（株）
タイセイ・ハウジー
アルバイトまで！これ1つで全ての採用管理が可能！
（株）
デンソー
社宅管理業務代行システム
アン
•
<ANSWER>
（株）ネオキャリア［jinjer］
• クラウド型社有車管理システム：通信型ドライブレ
サー：社宅管理コストの削減と業務効率の向上が
コーダーで、会社のクルマをラクラク管理！
• jinjer勤怠：業界最安値で、簡単に勤怠管理を
実現します！
実現！管理・作業コストを軽減することも可能！
東京オフィスサービス
（株）
（株）
タニタ
パーソルキャリア（株）
夏原工業（株）
• デュアル周波数体組成計：簡単、速い！体脂肪率や
筋肉量を靴のままで測定可能！
パーソルグループ
• 太陽光発電システム：電気代削減と緑地や環境施
設の敷地確保でお悩みの企業様へ提案をします。
：豊富なサービスラインアップと業界最大 （株）
•「doda」
タニタ食堂
級の利用者数で採用課題を解決に導きます。
日本ワイドクロス（株）
（一社）日本音楽健康協会
（株）パーソル総合研究所
野崎工業（株）
ミック・データサービス
日本システム技術（株）
パーソルテンプスタッフ（株）
• ユニカード：クラウド型名刺発注システムは初期費
• オフィス専用キャッシュレス決済：新提案の福利厚生
用なしで名刺コスト削減、納期短縮を実現します。
「オフィス専用」キャッシュレス決済です！
パーソルプロセス&テクノロジー（株）
パイオニア（株）
ネスレ日本（株）
パーソルホールディングス（株）
• 通信ドライブレコーダー：手軽な運用で事故削減！
• コーヒー＆スープマシン：コーヒーと味噌汁が1台
ピー・シー・エー（株）
活動状況を見える化し、働き方改革までサポート！
で！ブレイクやランチにいかがでしょうか。
• PCA 給与DX：豊富な明細項目と複雑な給与条件に
（株）
フレクト
阪神甲子園球場
も柔軟に対応でき様々な業種・業務にフィット
：
•リアルタイム車両管理Cariot（キャリオット）
• 阪神タイガース年間予約席：御社の福利厚生や
（株）
ビジネスコンサルタント
100社以上の導入実績！車両管理業務をラクに！
営業ツールとしてご活用いただけます。
• 社内トレーナー向けライセンス取得プログラム：使いや
（株）山櫻
阪神酒販（株）
すいプログラム提供と講師スキルアップを支援
• Web名刺発注システム コレッソ ：見やすく・
• Office Oasis：導入するだけで従業員の業務効率UP,
ビズメイツ（株）
簡単・シンプルな方法をお届けします！
噂のセルフサービス型ドリンクサービスをご紹介!
• Bizmates：ビジネス特化型オンライン英会話
ヤマトマテリアル（株）
（株）ブロード・メディア
（株）
ビズリーチ
省エネ補助金申請事業
：設備機器の提案・販売、
•
• ビズリーチ・ダイレクト：即戦力人材を検索・スカウト （株）ベネフィット・ワン
国への助成金の代行申請までトータルサポート
：同一労働同一賃
• 福利厚生「Benefit Station」
が可能で、優秀人材の採用を実現します。
楽天トラベル
金、
働き方改革、
人材の採用や定着をお手伝い
！
（株）
ヒューマンアクティベーション
• Racco（ラッコ）楽天トラベルの総合出張予約・管理
（株）メディカルトラスト
（株）
ヒューマンテクノロジーズ【KING OF
サービス：業務工数を削減し生産性を向上します！
• 産業医業務サービス：●嘱託産業医業務 ●総括
TIME】
（株）Leaner Technologies
産業医業務 ●各種サポート（情報提供等）
• 勤怠管理システム KING OF TIME：リアルタイム
「どの間接費」が「どの
• コスト削減ツールLeaner：
（株）メルシー

定員になり次第申込締切！
早急にお申込みください。

▲
▲
▲

来場者登録欄 ーご来場前に必ずご記入ください。

下記アンケートにすべてお答えいただいたうえ、名刺 2 枚を添えて、

最新の出展社・製品一覧は ▶ www.office-kansai.jp/eguide/

全 34 講演開催！

セミナープログラム

▲
▲
▲

（株）アイデム
：
• 採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」
卒スカウトサービスです。
昆山泓杰電子（株）
「作る」から「活用」へ。
20,000社超の導入実績！
（株）
グローバンス
• 人間工学モニターアーム：新しい設定のアップグレード
OfferBox（i-plug）
ヒトマワリ：
「人事データで経営革新を」人材情報を
•
Sansan（株）
：HR Tech×適
• 新卒オファー型サービス「OfferBox」
一元化、経営判断に有効な組織分析を抽出可能。
• Sansan：名刺管理から、ビジネスが始まる
性検査で新卒活躍人材に直接アプローチ。
（株）ケイレックス
（株）JSOL
アクセス・アイ
（株）
（株）賢者屋
• 働き方改革サポートプログラム：RPA,AI-OCR,チャット
• オフィスステーション・DirectHR等、電子申請義務化
•「採用＠」LINEを活用した採用管理ツール：学生が
ボット,Salesforceを組合せ、全方位で改革支援
対応ソフト：電子申請義務化対策はお済ですか？
1番利用する連絡ツールLINEで学生と連絡できる
（株）シオザワ
アスタミューゼ（株）
コニカミノルタ
（株）
キューブガード
：
機密書類専用の鍵付きキャビネッ
トで
•
W
：理系技術者ダイレクトリク
• SCOPE（スコープ）
マニュアル
作成・共有・一元管理 クラウドサービ
•
満杯になると自動で投入口が閉まる仕組み。
ルーティングサービス
ス：効率的なマニュアル運用をご紹介します！
（株）時空テクノロジーズ
（株）アドバンテッジリスクマネジメント
（株）サイバーポート
（株）システナ
「ストレス
• メンタルヘルス・組織開発ソリューション：
• VISION de Art：ビジョン・理念を見える化するこ
：業界最安
に強い社員を育てる！」個と組織の生産性向上
• 話題の勤怠管理サービス「TimeTapps」
とで組織力を強化します。
値！シンプル操作！簡単導入！作業・位置記録も！
（株）アトラエ
（公財）産業雇用安定センター
（株）システムサポート
：
• 組織改善プラットフォームwevox（ウィボックス）
再就職・出向等の企業間人材マッチング（公的機関）
：
•
離職率を下げ、組織の生産性を高める
「働き方改革」の実現へつなげる勤怠・
• 就業役者：
全国500人のコンサルタントによる無料相談実施
作業管理システム
アマノ
（株）
（株）シーズ・リンク
（株）システムディ
人事届出サービス
：
各種届出ワークフ
• e-AMANO
：今ある、今後作る
• 人事改革テクノロジー「riclink」
ローをスマホで行えます。無料トライアル実施中！
•【新製品】総合文書管理システム：一般文書・専門文
各コンテンツを社内にも社外にも戦略的に配信!
書の管理に対応！ペーパーレスを実現！
アルファーテック（株）
（株）JTB
シナジーコミュニケーションズ（株）
• VML＠alpha：100kbps通信で映像・音声が止ま
：総務・人事
•「JTBの働き方改革応援プロジェクト」
らないWEB会議を実現！
！
• 印刷購買専門のコンサルティング：コスト削減、
部門の皆様が抱える様々な課題を解決します！
印刷業務のアウトソーシングを実現させます！
（株）アローリンク
（株）JTBグローバルアシスタンス
ジャパンメディアシステム（株）
• LINE×採用管理ツール next≫：LINEだからこそ
（株）JTBコミュニケーションデザイン
のコミュニケーションを採用に
• ビジュアルコミュニケーション（Web会議）システム
（株）JTBビジネストラベルソリューションズ
LiveOn：場所にとらわれない働き方を実現します！
Indeed Japan（株）
ジョーンズ ラング ラサール（株）
• Indeed：クリック課金制なので、無駄な費用をかけ （株）JTBベネフィット
ず効率よく採用を行うことができます。
• ようこそ、未来の働き方へ：オフィス移転・リノベー
人財クリエイション（株）
ション・総務サービスをご紹介します。
（株）ウィルビー
• 障がい者人材の紹介：多数の候補者からスクーリン
グして、希望に沿う人材をご紹介します。
スカイマーク（株）
• ジョブメーカー：集客機能満載の求人サイト構築！
（株）ジンジブ
（株）スペース
ウォンテッドリー（株）
：導入実
• 高校生の就職を支援する「ジョブドラフト」
• 空間の最適化のご提案：商空間プロデュース企業が、
• Wantedly Visit：欲しい人材層へアプローチでき
績1600社以上！新しい新卒採用手法の時代へ
オフィスや工場、働く空間すべてを最適化します
る採用広報・採用マーケティングツールです。
（株）スギタプリディア
住友電工情報システム（株）
（株）エイ・アイ・エス
：他社と差別化できる
：
• 学生にウケる採用ツール！
• 電子承認・電子決裁システム 楽々WorkflowII：
• クラウド型勤怠管理システム『ちゃっかり勤太くん』
採用ツールをご提案します。
ブラウザで電子決済を実現、多国語対応、業務効率化
カスタマイズ可能で貴社のご要望に柔軟対応！
（株）スタジアム
（株）セールスフォース・
ドットコム
AJS（株）
：貴社の人事評価
• インタビューメーカー：導入実績1100社以上！WEB
• Sales Cloud：人材難時代に勝ち抜くためのSFA
• 人事評価システム【P-TH（ピース）】
面接・録画面接に特化した採用管理システムです。
をご紹介します。
制度とExcel評価シートをそのままシステム化！
（株）HRBrain
xenodata lab.
TUNAG（（株）スタメン）
• 人事評価クラウドHRBrain：目標設定から評価ま
• xenoBrain：過去10年分5,000万本の記事から未来の
• TUNAG：組織改善で最も難しい「アクション」をツー
での全てをクラウドで効率化します！
企業業績・需要予測を行うニュース解析AIです！
ルとコンサルティングで支援する唯一のサービス
主要都市へスピーディーに移動

会期 約4カ月半前のものです。最新の出展社一覧は随時ホームページ
にて公開します。なお、開催時には増減する可能性があります。

●各社の出展製品のほんの一部ですので、他にも多数の製品が出展します。

▲
▲
▲

総務省
SBIビジネス・ソリューションズ（株）
• テレワーク関連各種資料：テレワークに関する様々 （株）エスユーエス
な資料を用意しております！
：人事デー
• AIマッチングソリューション【SUZAKU】
タ×AIで活躍する人材を素早く見つけ出す。
Sola（株）
：
• 出退勤管理システム「Solaポータルサービス」
EDGE（株）
社内ポータル兼社員情報管理システム
• エアリーダイバーシティクラウド：600社導入！育休者
ダイヤオフィスシステム（株）
フォローを効率的かつ効果的にするサービス
• 五感ソリューション：様々な五感ソリューションを
（株）エナジード
最適な形でご提案いたします。
• 次世代型ビジネススキル研修 ENAGEED for Biz：
デュプロ（株）
社員の主体性を引き出し組織の生産性を最大化
〜数百名まで契約可能なオフィス
• OCR（+RPA）システム：紙媒体情報を自動入力！手書 （株）enigma
き文字・画像を読み取りデータベース化します。
SCSK（株）
：働いた分の給与
• 前払給与システム「enigma pay」
• ProActive for SaaS：組織を強くする。超寿命の （株）テンダ
をいつでも受け取れる福利厚生サービスです！
国産クラウドERP
• Dojo Sero：新時代のマニュアルナビゲーション
NTTラーニングシステムズ（株）
（株）エステック
ソリューション
• 人材育成サービス：30年にわたり企業の人材開発を
： ナレッジスイート
• ペーパーレス会議システム「ECO Meeting CLOUD」
（株）
サポートしてきた実績をもとに企業成長をサポート
クラウド型で小規模から大人数まで導入増加中！
：統合型の
• Knowledge Suite（ナレッジスイート）
（株）M-ITコンサルティング
営業支援SFA/顧客管理CRM、グループウェア
SBクリエイティブ（株）
• 人財価値向上プログラム：人財診断と人財価値向
• ビジネス＋IT：ビジネスとIT情報のWeb media
日本インフォメーション（株）
上の取組み
NTT西日本
• スマートセッション：手軽さと多機能・高セキュリティ engage（エン・ジャパン）
が両立したペーパーレス会議システムです！
• PCログをAIで分析：仕事の偏りやＲＰＡ導入に
：国内No.1 採用支援ツール！
• engage（エンゲージ）
向けた繰り返し作業の視える化をサポート。
（株）日本事務機新聞社
求人掲載から入社後フォローまで、ご支援します
NTTビジネスアソシエ西日本
（株）ネオラボ Calling
エン・ジャパン（株）
：シェアNo.1のRPAツール （株）
• RPAツール「WinActor」
日立システムズ
• エン転職：会員数700万人以上、日本最大級の「入社
を活用した業務効率化の事例等もご紹介します！
後」までを見据えた総合転職支援サービスです。
ピツニーボウズジャパン（株）
（株）エフアンドエム（オフィスステーション）
（株）
オービックビジネスコンサルタント
フィリップ モリス ジャパン（同）
• オフィスステーション労務：労務手続コストを90％
「働き方改革関連
• 奉行Edge 勤怠管理クラウド：
• 企業の喫煙対策：加熱式たばこのご紹介
削減！入社手続〜社会保険電子申請までクラウド化
法」対応も、奉行ならあんしん！
（株）
副社長
（株）FCEプロセス＆テクノロジー
カオナビ
：オフィスの実務担当 （株）
• RPA Robo-Pat（ロボパット）
エプソン販売（株）
：顔写真
• ＼シェアNo1／人材管理システム「カオナビ」
者が簡単に使える！業界でも話題のRPAです！
！
！
で社員の個性が一目でわかる！導入1300社突破
（株）エルモ社
富士通（株）
• 遠隔会議・支援ソリューション：遠隔会議・支援シス
• Axelute：操作の自動化で提携業務を効率化、働き 学情（Re就活）
テムにより生産性の向上を支援致します。
：
• 20代が選ぶ20代向け転職サイトNo.1『 Re就活』
方を革新するツール
日本で唯一の20代専門転職サイトです。
（株）OAライフ
（株）富士通エフサス
：
「働き方改革」に関する事務機
• 月刊「OAライフ」
カケハシスカイソリューションズ
「残業抑止機能」と「働き方可視 （株）
• TIME CREATOR：
の最新情報を掲載した月刊専門紙。
• 採用ツールの図書館：入社案内やチラシ、HPなどの
化機能」でお客様の価値ある時間を創出します。
制作実績を展示。実際に手に取ってご覧ください！
大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター
（株）ユーテック
月刊
『企業実務』
大阪労働局
会議室予約システム
「
」
：
空予約を
•
ROOMLEAD
• 企業の経理・税務・庶務・労務担当者の執務指針『企業
防止し、会議室の稼働率をアップします。
（株）OKAN
実務』
：会社の事務はこの1冊ですべてOK！
リブゼント・イノベーションズ（株）
オフィスのミカタ
（株）
（株）GIVE&GIFT
リ・プロダクツ（株）
（株）オンデオマ
：
• 地域出向型 障害者雇用モデル「福祉みんな食堂」
• おそうじレンタル：最新のおそうじロボットをレンタ
：
• 名刺Web発注システム「印刷部ドットネット」
御社の障害者採用・社内理解・職域開発が解決！
ルでお得にご利用いただけます
名刺の発注・編集・校正を全てWeb上で完結！
（株）
きらめき労働オフィス
ワウテック（株）
（株）Queue
• 自律型人材育成研修：最新の科学的根拠に基づく
• WowTalk：働き方改革を実現するセキュアな社内
：どこでも仲間
• Remonade（リモートワークツール）
エビデンスベースの研修をご提供します。
関西

（株）アーバンプラン
＠人事
（株）アントレックス
• PROLITEC with AirQ ：香りでオフィス革命！
消臭も同時実現！
（株）イーディアス
WeWork Japan（同）
• コミュニティ型ワークスペース：1ヶ月単位、1名

●下記の出展社・製品一覧は

事前申込制

www.office-kansai.jp/bousai_seminar/
11 月 1 日［金］までの申込みに限り、早期割引料金が適用されますのでぜひご利用ください。
※満席になり次第申込み締切となります。お早目にお申込みください。申込後のキャンセルは一切お受けしておりません。

■ 特別講演【全セッション受講無料】
早期割引料金 11 月 1 日［金］までの申込み
■ 基調講演・専門セミナー【右記料金で受講可能】 通 常 料 金 11 月 2 日［土］以降の申込み

問合せ先

￥7,000/ 枚（税込）
￥9,000/ 枚（税込）

セミナー事務局
受付時間 10：00〜18：00（土・日・祝休み）
TEL：03-5259-9056 FAX：03-3295-7007 E-mail: sjk-con@reedexpo.co.jp

敬称略。2019 年 7 月 5 日現在。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。なお、掲載枠上 講師の役職・所属を省略させて頂いている場合もございます。あらかじめご了承ください。

