
＜会場＞
サンメッセ香川
⾼松市林町２２１７－１ ２階
※受付は２階大会議室前に開設しております
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開催日開催日

《 主催 》
《 後援 》
《 協賛 》

キヤノンシステムアンドサポート株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 キヤノンITソリューションズ株式会社
株式会社R.O.D アイ・モバイル株式会社 旭化成ゾール株式会社
アットアロマ株式会社 エムオーテックス株式会社 株式会社応研 株式会社クマヒラ
Sky株式会社 ソニー株式会社 ソフトバンクBB株式会社 株式会社タイガー
日本電気株式会社 日本マイクロソフト株式会社 株式会社ムトーエンジニアリング (五十音順)

V.2.0

キヤノンシステムアンドサポート コミュニケーションパートナー
鮫島 彩（ベガルタ仙台レディース）

開 催 概 要 会場へのアクセス

開催日 2014年 4月17日（木）

時 間 10：00〜17：00 （開場9:45）

会 場 サンメッセ香川
〒761-0301 ⾼松市林町2217-1 2階

内 容 セミナー・ワークショップ・機器展示

参加無料 ・セミナーは予約制

お問合せ
キヤノンシステムアンドサポート株式会社
セミナー事務局 担当： 尾崎、松下
TEL 087-869-2611
E-mail : smnr-shikoku@canon-sas.co.jp

【アクセス】
・バス：サンメッセ・川島・⻄植⽥線」下⾞
・⾼松⾃動⾞道「⾼松中央IC」より約2分 駐⾞場完備
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セミナー・ワークショップはホームページからお申し込みいただけます。展示のみのご参加も可能です。
ご希望コースの時間をご確認頂き、下記Webサイト内「IT Solution Forum 2014 in 高松」よりお申し込みください。

お申し込みURL http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2014/index.html
※お申し込みは1名様単位での登録となります。※お申し込みは 2014/ 4 /16 （水）17:00 までとなります。
また環境によりWeb申込が困難なお客様は弊社担当営業にご相談ください。

キヤノンS&S 検索 をクリック 『 四国地区 』を選択してください。



in 高松in 高松
【 セミナーブース Ａ 】 ※要事前予約

Ａ－１
10：30〜12：00

定員20名

≪≪⾷品⼯場におけるセキュリティ〜フードディフェンス〜⾷品⼯場におけるセキュリティ〜フードディフェンス〜≫≫
〜コーポレート・セキュリティシステムによるフードディフェンスのご提案〜〜コーポレート・セキュリティシステムによるフードディフェンスのご提案〜
これまで防犯を目的とした「ビル・セキュリティ」が導入されてきました。建物単体の防犯の考え方では
これからの企業のセキュリティとして十分とは言えません。
「コーポレート・セキュリティ」は部外者に対する防犯はもちろんのこと、従業員に対しても⼊退室管理、
監視カメラ、鍵管理、セキュリティゲート等により⼀元管理が可能なシステムです。抑⽌効果や問題発
覚時の迅速な対応が可能となります。企業の安心と安全を担う最先端のシステムをご紹介いたします。
《講師》 株式会社クマヒラ

株式会社
クマヒラ

Ａ－２
13：15〜14：30

定員20名

≪≪GoogleGoogleハミングバード時代のハミングバード時代のWebWebマーケティング戦略マーケティング戦略≫≫
〜実践！勝ちパターンの研究〜〜実践！勝ちパターンの研究〜
企業を取り巻くITの環境は⼤きく変化を遂げています。今やホームページを持つ事は企業の「常識」で
あり、この大きな変化の中でいかに「活 ⽤」出来るかが問われています。昨年末、WEB検索で圧倒的
なシェアを持つGoogleは新時代の検索アルゴリズム「ハミングバード」を導⼊ してきました。私たちはどう
対応しホームページ活⽤していくべきなのか。具体例とともに解説します。

アイ・モバイル
株式会社

対応しホ ム ジ活⽤していく きなのか。具体例とともに解説します。

《講師》 アイ・モバイル株式会社

Ａ－３
15：15〜16：30

定員20名

≪≪“⼈が財産”〜キヤノン“⼈が財産”〜キヤノンS&SS&Sの採の採⽤と若⼿育成⽅法⽤と若⼿育成⽅法≫≫
入社後活躍できる社員をどのように採用し、育成していくか。「採用と育成」というテーマにおいては皆様
いろいろな悩みを抱えられていることと思います。特に昨年以降採⽤期間が短縮され、内定辞退や⼊
社後のミスマッチといった不幸をできるだけ回避するために、企業側も更なる努⼒が求められます。本セ
ミナーでは、キヤノンS&Sの採用企画責任者が、実際に採用時に取り入れているビジネス体感ワークや、
3年後を⾒据えた⼈材育成の取り組みについて実例を交えてお話しいたします。
《講師》 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 採用企画課

キヤノン
Ｓ＆Ｓ

【 セミナーブース Ｂ 】 ※要事前予約

Ｂ－2
13：00〜14：30

定員20名

≪≪【【MicrosoftMicrosoft】】 Windows 8 & Office 365Windows 8 & Office 365 ≫≫
〜業務・コミュニケーションを活性化！活⽤セミナー〜〜業務・コミュニケーションを活性化！活⽤セミナー〜
外出先でも気軽にかつ安全に社内の情報にアクセスでき、必要な時に必要な人たちとどこにいてもコラ
ボレーションができる。好きな時に複数の好きなデバイスでメールやOfficeドキュメントを閲覧・編集でき
る。新しい Office 365 ではこれらのことがすばやくかつ低コストで実現できます。本セッションではデモを
交えて、最新統合ソリューションをご紹介するとともに、Windows XPのサポート終了に伴い、
Windows 8.1、Surfaceの最新情報についてもご紹介いたします。

《講師》 日本マイクロソフト株式会社

日本
マイクロソフト

株式会社

Ｂ－３
15：00〜16：30

定員20名

≪≪知っておきたい知っておきたいITIT管理の⼼得セミナー管理の⼼得セミナー！！≫≫
〜〜ITITトラブルのスピード解決策をお伝えします〜トラブルのスピード解決策をお伝えします〜
基本的なIT管理とはどういうものなのか？企業としてどのような準備が必要か？楽しく有意義なセミ
ナーです、お気軽にご参加ください。

《 講師》 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 IT保守サービス推進課

キヤノン
Ｓ＆Ｓ
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【 セミナーブース C 】 ※要事前予約

C－１
10：45〜12：00

定員20名

≪≪最近の脅威に対策するための基本をお教えします最近の脅威に対策するための基本をお教えします≫≫ リニューアルリニューアル
〜今こそ⾒直し、クライアントのウイルス対策〜〜今こそ⾒直し、クライアントのウイルス対策〜
標的型攻撃や遠隔操作ウイルス、以前は専門家向けのセキュリティ関連記事が今は、一般の方の目に触れる
ようになりました。一方、これらの脅威に対し自社にはまだ関係ない事と考えている方が多いのではないでしょう
か？本セミナでは、実際の手口をわかりやすく解説し、最近の脅威への基本対策としてウイルス対策についてご
説明いたします。
《講師》 キヤノンITソリューションズ株式会社

キヤノン
ＩＴＳ

C－２
13：00〜14：30

定員20名

≪≪今求められる資産管理と情報セキュリティ対策今求められる資産管理と情報セキュリティ対策≫≫
〜オールインワンで⽀援する〜オールインワンで⽀援する『『SKYSEA Client ViewSKYSEA Client View』』のご紹介〜のご紹介〜
近年、IT資産管理やソフトウエアライセンス管理（SAM）などが重要視されています。「SKYSEA Client  
View」ではより適切にソフトウエアライセンスを管理できるよう機能を強化いたしました。資産管理だけでなく、情
報セキュリティ対策など運用に必要な機能をオールインワンで搭載。クライアントPC管理の必要性、「SKYSEA」
を活⽤した資産管理についてご紹介いたします。
《講師》 Sky株式会社

Sky
株式会社

C－３
15：15〜16：30

≪≪防犯だけじゃない！防犯だけじゃない！NVSNVS活用法活用法≫≫
〜利益拡⼤のためのネットワークカメラ活⽤術〜〜利益拡⼤のためのネットワークカメラ活⽤術〜
TVで放映される犯人の映像にネットワークカメラの映像が用いられるケースが増えています。

た カ 設置目的が防犯 防災 公開 もち 売上向上を図 た ケ グ と 株式会社

リニューアル

15：15 16：30
定員20名 また、カメラの設置目的が防犯・防災・LIVE公開はもちろん、売上向上を図るためのマーケティングツールとしての

利⽤も増加しています。このセミナーではお客様の業務効率を図り利益拡⼤につながるネットワークカメラの最新
活⽤事例をご紹介いたします。
《講師》 株式会社R.O.D

株式会社
R.O.D

【 セミナーブース D 】 ※要事前予約

D－２
13：30〜15：00

定員50名

≪≪運送会社の管理者に期待されている役割運送会社の管理者に期待されている役割≫≫〜ルールを守るドライバーを育てる〜〜ルールを守るドライバーを育てる〜
物流の品質は“⼈の品”と“作業の質”など様々な⾓度からの物流セミナー。最新情報も織り交ぜて進めます。
《講師》 プロデキューブ株式会社 代表取締役 ⾼柳 勝二（タカヤナギ カツジ） 氏
＜講師プロフィール＞
中堅運送会社にドライバーとして⼊社し管理職経験も含めて18年間勤務後、物流インストラクターとして独⽴。
ドライバーの事故防⽌やマナーアップ等輸送品質向上に取組み、売り上げが向上するまでを事業領域とし、運
送会社の現場を親身にサポートしている。運送会社向け社員研修の外部講師として、2012年度は473回の
セミナー講演実績。全⽇本トラック協会「トラック運送事業における運⾏管理者のあり⽅委員会」委員。

株式会社
タイガー

【 ワークショップ 】 オフィス環境・オフィスワークの様々な課題と解決策・その効果をデモンストレーションを中心にご紹介します。

imageRUNNER
ADVANCE

「コスト削減! 無駄を減らしてラクラク印刷」
もったいないプリントの無駄を防ぎ、コスト削減につなげるにはどうしたらよいか“えらんで
マイプリント”を利⽤した解決⽅法をご紹介します。

E-1 10:40〜
11:00

E-2 14:00〜
14:20

「一発解決！FAX業務を⼀瞬にして完了させる効率アップ術」
⾒るだけでいい紙出⼒の抑制、受信したFAXを共有・閲覧・活用したい等、FAX業務
に関する効率化をご紹介します。

F-1 11:40〜
12:00

F-2 15:00〜
15:20

3Dプリンタ
「MUTOH  イメージをリアルに再現！パーソナル3Dプリンタ誕生！」
テレビや新聞・雑誌などで大きく取り上げられるようになった3Dプリンター。その存在が

発端となり、最近では「第三の産業革命の到来！」とまで言われ始めています。
随時開催 随時開催

AED
「命のリスクマネジメント 救急救命体験」
⽬の前で⼈が倒れました！その時どんな⾏動を取るのがよいでしょうか？

人体模型を使用しての心肺蘇生法を体験していただけます。
随時開催 随時開催

iPad
「iPad企業内活用デモンストレーション」
企業で導入が進むiPad等のモバイル環境を如何に活用するのか？
具体的な例と実演をご紹介します。 随時開催 随時開催
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Z-1 【 展示ソリューション 】セミナーでご紹介するソリューションの展示とキヤノンS&S一押しの商品を体験いただけます。

※都合により展⽰内容が変更になる場合があります。 ※展示のみご参加の際は、Z-1でお申込ください。

基幹業務ソリューション 応研 大臣シリーズ 業種特化にジャストフィット「大臣シリーズ」と連動する複合機新ソリューションのご紹介

業種特化ソリューション ① （株）クマヒラ 「コーポレートセキュリティ」企業の安心と安全を担う最先端の入退出セキュリティシステムのご紹介

業種特化ソリューション ② （株）タイガー 運送業特化 デジタコ・ドライブレコーダー・クラウドなど次世代の運送業管理ソリューション

モバイル体感コーナー ソフトバンクBB iPhone・iPadを中心としたスマートデバイスをデモンストレーションを交えご紹介

NEC Windows8コーナー NEC 日本電気（株） VersaPro タブレット、VersaPro タッチ付き液晶、ツインHDD搭載PC 新S-Pack、⽔冷スリムサーバ
L-Pack、デジタルサイネージ『美映エル』40型

映像コミュニケーション SONY （株）ソニー 息を飲む臨場感！HDビデオ会議システム新登場！導入のオススメとご紹介です

※ 2013年3月8日時点での展示予定ソリューションの一覧となります。
内容は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さいませ。

セミナー・ワークショップは事前お申し込みとなります。
ご希望コースの時間をご確認頂き、下記Webサイト内「IT Solution Forum 2014 in 高松」よりお申し込みください。
お申し込みURL http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2014/index.html
または
※お申し込みは1名様単位での登録となります。※お申し込みは 2014/ 4 / 16 （水）17:00 までとなります。
また環境によりWeb申込が困難なお客様は弊社担当営業にご相談ください。

右上の右上の『『 イベント情報イベント情報 』』をクリックをクリック →→ 『『 四国地区四国地区 』』を選択してくださいを選択してくださいキヤノンS&S 検索

情報セキュリティ対策 ① CITS ＆Sky（株） ESETセキュリティソフトウェアシリーズ、FortiGate 統合脅威管理(UTM)、IT運⽤管理SKYSEA！

情報セキュリティ対策 ② MOTEX（株） 約7000社が導⼊している資産管理・ログ監視ツール「LanScope シリーズ」活用法をデモでご紹介！

GraphicArtｓソリューション キヤノン 大判プリンターiPF6400SEを使用したポスター内製化等、GraphicArtｓソリューションのご紹介

映像コミュニケーション ① キヤノン/ｷﾔﾉﾝS&S ネットワークカメラによる遠隔コミュニケーション、ネットワーク工事VAS（バリュー・アド・サービス）をご紹介

映像コミュニケーション ② キヤノン ビジネス・ホームユースの新たなニーズに応える最新型LEDプロジェクタ。キーワードは美しさ・使いやすさ。

サプライ ソリューション キヤノンS&S キヤノン製品の消耗品をはじめ、ソフトウエア、文具・事務用品などのオフィスサプライ用品、生活用品など、
豊富な商品をご用意しております。

AEDによる救命救急
（※ワークショップ有り） 旭化成ゾール ⼤切な命を守るためにAEDによる心肺蘇生についてデモンストレーションを実施します。

３Dプリンタ MUTOH アートからインダストリアルまで、描いたイメージを簡単に⽴体化できる3Dプリンタ。MUTOHオリジナル３D
プリンタValue3D MagiXシリーズ！

アロマ空間デザイン アットアロマ（株） アロマオイルの香りで空間をデザインする、これまでにないソリューションです。TVニュースでも話題沸騰！

HP作成 集客支援 アイ・モバイル（株） サイト制作実績10000件以上！信頼×実績の集客・売上UPのHP作成支援をデモンストレーション
で！



@アロマブース①

SBブース

iPhone
iPad

体感コーナー

アイモバイル
HP作成コーナー

MOTEXブース
Lanscope
セキュリティ

AEDブース

旭化成ゾール
ワークショップ

PC+22ﾓﾆﾀ
命のバトン動画コンテンツ

総合受付

入口 出口
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＜2Ｆ展示会場のご案内＞
※ご入場の際は、必ず総合受付にて受付をお済ませください。
※セミナーは別会場を設けております。
※当⽇、諸事情により予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
※ご不明な点等ございましたら、スタッフにお尋ねください。

NECブース

S-Pack
&L-
Pack

&Win8
コーナー

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ｻｲﾈｰｼﾞ

基幹系ｿﾘｭｰｼｮﾝ
iR-ADV連携
DocuNavi

iR-ADV C2230F

iRADV
C2230F

応研ブース タイガーブース

トラックメイト
デジタコ＆

ドライブレコなど

工場セキュリティ
入退出

ソリューション

クマヒラブース
MUTOH
3Dプリンタ

ブース

Canon
ワークショップコーナー

ペーパレス
ソリューション
クラウド連携

@アロマブース

CITSﾌﾞｰｽ

Fortigate
ESET

SKY SEA
セキュリティ

大判プリンタ
iPF6400SE

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ
WX520

CanonブースVAS
ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ

TV会議
システム

SONYCSSブース

コレモール
ブース

CSSブース

◆商談コーナー◆

リラクゼーション
ソリューション


