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出展社  最終募集中！
申込・問合せは Tel： 03-3349-8515

本展は商談・製品導入のための展示会です

▼ ▼ ▼www.osec.jp/kansai/eguide/

来場対象者 出展社

本券１枚で１名様有効。18歳未満の方のご入場はお断りいたします。 最新情報はWebへ  ▼  www.osec.jp/kansai/

●総務
●施設管理
●経営幹部
●情報システム
●人事
●経営企画

●入退室管理

●防犯カメラ

●機密文書処理

●情報セキュリティ

●カードキー・
電子錠

東京に続き、大阪でも開催！  初回から 計300社が出展
総務・人事・経理 ワールド第1回 関西

招待券の追加請求は（無料）
関連部署、取引先、同業者 にも配布ください

検索
本招待券1枚で 1名のみ 入場可

関西 オフィス セキュリティ EXPO www.osec.jp/kansai/

大阪駅から 直通バスで25分

バス停の地図・時刻表はWebへ ▼www.osec.jp/kansai/access/

インテックス大阪は近くて便利です！

新大阪

リムジンバス
約50分

地下鉄中央線
約15分

関西国際
空港
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地下鉄御堂筋線
約10分

JR大阪環状線
約10分

地下鉄御堂筋線
約5分

※所要時間は交通状況により前後します
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約5分

会場は 東京展と同様 このようになります！
本図は実際のレイアウトと異なる場合がございます。

会場レイアウト図
6号館D 6号館C

●災害対策（地震、水害、雷 など）

●備蓄品（食料、救急用品、簡易トイレ など）

●安否確認　
●非常用通信

●財務会計システム 
●財務サービス
●経費精算システム 
●経理代行

●入退室管理
●防犯カメラ
●機密文書処理
●情報セキュリティ

●省エネ照明・空調 ●エネルギー管理

●遮熱・断熱 ●熱中症対策

省エネ・節電
 EXPO

オフィス防災
 EXPO

オフィスサービス
 EXPO

HR EXPO

ワークスタイル変革
 EXPO

会計・財務
 EXPO

オフィスセキュリティ
 EXPO

●福利厚生 ●文具・事務用品

●印刷サービス ●出張手配

●テレワーク支援（在宅勤務、モバイルワーク）
●会議システム ●ペーパーレス
●オフィス設計 ●オフィス移転
●ビジネスチャット ●社内SNS

●人事管理システム ●給与計算 ●教育・研修 
●採用支援 ●メンタルヘルスケア ●組織活性化 

出
入
口

出
入
口

東京展（2016年）の商談風景

◆ 製品の比較検討

◆ サービスの導入

◆ 納期の打合せ

◆ 課題解決の相談

商談内容

　本招待券に掲載の出展社数（共同出展社を含む）、講演数は、2016年7月28日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。※同時開催展を含む

…など

◆災害対策 ◆危機管理
◆戦略人事 ◆働き方改革
◆女性活躍推進 ◆オフィス移転
◆クラウド会計 ◆省エネルギー

詳細は
裏面へ

出展社・製品情報はWebへ

…など…など…など

…など…など…など…など

…など …など

関西・西日本の「総務・施設管理・経営の方」の要望に応え招待券

●  ワークスタイル変革 EXPO
●  省エネ・節電 EXPO

●  オフィスサービス EXPO
●  会計・財務 EXPO

●  オフィス防災 EXPO
●  HR EXPO （人事労務・教育・採用）

内関西 総務・人事・経理 ワールド 

会期： 2016年10月5日［水］～7日［金］ 10:00～18:00 （最終日のみ17:00終了  ）

会場： インテックス大阪    主催： リード エグジビション ジャパン（株）

関西をはじめ、西日本全域の

総務・施設管理・経営の方が来場

大阪
（インテックス）

九州 奈良

東京
滋賀

北陸
福井

三重
愛知

岐阜

和歌山

四国

兵庫中国 京都

東京展では このような通路が49本（2016年7月開催）

（人事労務・教育・採用）

企業・自治体・学校・工場から

（本招待券で全展に入場可）オフィス セキュリティ
 EXPO

第
1
回
関
西

総務・施設管理の方が来場する展示会

関連6展を
同時開催

当社があなたをご招待いたします

主催者
リード エグジビション ジャパン（株）

〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階
TEL： 03-5324-1312　FAX： 022-298-5660

企業・自治体・
　　　学校・工場の

下記のメーカー・商社

※

著名講師による 20講演！

本紙は招待券のコピーです。入場には実物の招待券が必要です。ご請求（無料）はこちら ▶▶▶     www.osec.jp/kansai/inv/

http://www.osec.jp/kansai/inv/
http://www.osec.jp/kansai/access/
http://www.osec.jp/kansai/
http://www.osec.jp/kansai/
http://www.osec.jp/kansai/eguide/
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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、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。□　
●日本展示会認証協議会による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（http://www.reedexpo.co.jp）
をご覧ください。

1.あなたの所属は？（あてはまるものに1つだけ を付けてください。）
 □ 1.総務 □ 2.人事 □ 3.経理・財務 □ 4.経営幹部 
 □ 5.経営企画 □ 6.情報システム □ 7.施設管理 □ 8.その他（営業・マーケティング）

2.あなたの会社の業種は？
＜オフィス・工場ユーザー＞ 
 □ 1.民間企業 □ 2.官公庁・自治体 □ 3.工場・研究所 □ 4.学校・教育機関 
 □ 5.病院・医療機関 □ 6.その他

＜オフィスビル・商業施設＞ 
 □ 7.ビル管理会社　　　□ 8.ゼネコン　　　□ 9.設計事務所　　　□ 10.ビルオーナー・施主　　　□ 11.その他

＜流通関連＞ 
 □ 12.事務機器ディーラー・卸 □ 13.通販 □ 14.その他

3.あなたの会社の従業員数は？
 □ 10,000人以上　　□ 5,000～9,999人　　□ 1,000～4,999人　　□ 500～999人　　□ 100～499人　　□ 100人未満

4.来年（2017年）の出展について
 □ 1.下記展示会に出展をしたいので、連絡がほしい。 
 □ 2.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。 
 　　□ 関西 オフィス セキュリティ EXPO □ 関西 オフィス防災 EXPO 
 　　□ 関西 省エネ・節電 EXPO □ 関西 オフィスサービス EXPO 
 　　□ 関西 HR EXPO □ 関西 ワークスタイル変革 EXPO 
 　　□ 関西 会計・財務 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。
※会場内でのカメラ・ビデオなどによる 撮影は固くお断りいたします。※関西 総務・人事・経理ワールド内の同時開催展すべてにご入場いただけます。  OSECK-J

敬称略。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。

本展に関する問合せは
展示会 事務局　リード エグジビション ジャパン（株）　
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階　TEL： 03-5324-1312　FAX： 022-298-5660　 
E-mail： osec-kansai@reedexpo.co.jp　Web： www.osec.jp/kansai/

出展社による新製品・サービス発表セミナー   
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

プログラムの日時・詳細は www.office-expo.jp/kansai/PR/
※9月上旬公開予定

▼ ▼  特別講演・専門セミナーの申込みはWebから 

▼ ▼

下記よりお申込みください。（事前申込制）

www.office-expo.jp/kansai/seminar/
■ 特別講演【全セッション受講無料】 

■専門セミナー 

9月23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。

◎問合せ◎　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: sj-con@reedexpo.co.jp

早期割引料金 9月23日［金］までの申込み ￥3,000/枚 （税込）

通常料金 9月24日［土］以降の申込み ￥4,000/枚 （税込）

特別講演 
WS-S1  10月5日［水］10：30～12：00　ワークスタイル変革の今後の展望

ワークスタイル変革を促進するテレワークの意義と最新事情

（一社）日本テレワーク協会 会長（NTT顧問 元NTT副社長）　宇治 則孝

少子高齢化が進む中、育児・介護やワークライフバランス・生産性向上等の経営課題において、テレワークはワークスタ
イル変革を実現する新しい働き方として注目されています。本講演では、テレワークが社会や企業、人々にもたらす効
果や導入時の課題と対策、また最新事情についてご説明致します。

総務省におけるテレワーク推進の取組

総務省 政策統括官（情報通信担当）　今林 顯一

ブロードバンド環境、モバイルやクラウドなどICTの利用環境が整い、ワークスタイル変革のツールとしてテレワークが
現実に採用され始めています。情報通信政策を所管する総務省より、テレワーク推進の関連施策を中心にお話いたし
ます。1983年郵政省入省、情報通信国際戦略局参事官、情報流通行政局長を経て現職。

WS-S2  10月6日［木］13：00～14：30　生産性を向上させるオフィス戦略

真のワークスタイル変革への新たな挑戦 ！ ペーパーレスからのアプローチ
コニカミノルタジャパン（株） 

 取締役 情報機器ソリューション事業本部長　新野 和幸

当社は2014年8月の移転より、いつどこにいても効率よく働ける「ワークスタイル変革」を実施しております。実施で
見えてきたことは、真の変革実現には、紙にしばられた業務フローを見直すことが必要ということでした。本セッション
では、紙文書ストックゼロを掲げたワークスタイル変革の経緯と計画をお話しします。

データに基づいたオフィス緑化の最適化 ！

愛媛大学 理事・副学長 農学部教授　仁科 弘重

オフィス緑化が、オフィス内環境やオフィスワーカーの心理にどのような効果を与えるかについて、20年以上の研究に
よって得られたデータに基づいて解説する。より効果的なオフィス緑化、オフィス緑化の最適化について提案する。

WS-S3  10月7日［金］13：00～14：30　ワークスタイル変革の最新企業事例

テクノロジーはワークスタイルをどう変えるか ～HPが考える未来の働く環境～
（株）日本HP 執行役員 パーソナルシステムズ事業本部長 兼  

サービス・ソリューション事業本部長　九嶋 俊一

スマートフォン中心に生活や仕事をこなすデジタルネイティブ世代が就労人口の多くを占めるようになってきます。効
率やスタイルに対する要求が高い彼らの働く環境をテクノロジーを使っていかに変革すべきかをHPの取り組みを交え
て解説します。

組織を成功に導くチェンジマネジメント

グーグル（株） Google Apps for Work 営業部長　長谷川 一平

時として、企業には変革を推し進めようとしてもそれを拒んでしまう風土があります。だからと言って全員が現状に
満足しているかというと、そうでもありません。すべての働く人が、変革のメリットを体感するにはどうしたらよいか。
Google の考えるチェンジマネジメントの手法についてご紹介します。

専門セミナー
WS-1  10月5日［水］13：00～14：00

10年後あなたはどう働きたいか！？　3つのシナリオで描く新しいワークスタイル

（一社）ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA） NeWSプロジェクト検討委員会 委員長　武井 一

WS-2  10月7日［金］10：30～11：30

佐賀県でのテレワーク導入による行政サービス向上 ～業務改革、災害時の業務継続、ワークライフバランスの向上～

佐賀県 情報エグゼクティブアドバイザー／岡山県 特命参与（情報発信担当）　森本 登志男

受講無料

ワークスタイル変革 EXPO

特別講演 
ACC-S1  10月5日［水］13：00～14：00　クラウド会計が切り開く未来

Fintechがもたらすクラウド会計の未来 ！

（株）マネーフォワード 代表取締役社長 CEO　辻 庸介
金融関連法制での検討本格化や、経済産業省の取り組みなどを受けて、Fintechに関する活動は
活発化しています。Fintechは企業にどのような影響を与えるのでしょうか。会計だけでなくバック
オフィス全体、そして企業経営が変わる未来についてお話しします。

専門セミナー
ACC-1  10月7日［金］13：00～14：00

IT化による未来の会計への展望

中村公認会計士事務所 所長　中村 元彦

受講無料

会計・財務 EXPO

専門セミナー
ECO-1  10月5日［水］10：30～11：30　

20％の節電を実現！ 森ビルが取り組む省エネ対策

森ビル（株） 環境推進室 課長　武田 正浩

省エネ・節電 EXPO

特別講演 
BOS-S1  10月5日［水］10：30～11：30　企業防災の最新動向

南海トラフ巨大地震に備える、スマート企業防災 

防災システム研究所 所長　山村 武彦

発生が懸念される巨大地震。「防災はおとこのロマン」を掲げ、50年間にわたる現地調
査から得た真実と教訓。実践的防災・危機管理の第一人者がスマート企業防災とすぐに
役立つ初動対応を提案します。

BOS-S2  10月6日［木］10：30～11：30　BCP策定の目的と最新事例

災害対応の『課題管理』  
～災害対策本部の設置目的、その目標と役割とは？～

（株）レスキューナウ 危機管理アドバイザー　市川 啓一

いつまでに、誰が何をどうやって把握し、誰に報告する必要があるのか。その5W1Hは定
まっていますか？災害対策本部の設置目的、その目標と役割、あるべき体制を示し、具体
的な項目と手順を最新のBCP事例を交えながらご紹介します。

BOS-S3  10月7日［金］13：00～14：00　自治体防災の最前線

巨大災害と自治体の最新防災  
～BCP・国土強靱化・事前復興～

明治大学 政治経済学研究科・危機管理研究センター 特任教授 
　中林 一樹

大地動乱・大気乱流・大水氾濫の21世紀。自治体の最新防災とは、巨大災害にもBCP対
応できるレベルへの被害軽減を短期目標に、さらに巨大災害からの復興で目指す地域像
を長期目標とする国土強靱化の取り組みなのである。

専門セミナー
BOS-1  10月5日［水］13：00～14：00

あすの防災のために何ができるか ～帰宅困難者対策の重要性～

インフォコム（株） サービスビジネス事業本部 サービスビジネス営業部 防災士 リスク対策コンサルタント　髙橋 克彦

BOS-2  10月6日［木］13：00～14：00

「なるほど！」と共感できるBCPの事例 ～10年間の取材で見えてきた本当に大切なこと！～

新建新聞社 危機管理メディア事業部 取締役 リスク対策.com編集長　中澤 幸介

BOS-3  10月7日［金］10：30～11：30

本部倒壊を想定した、事業所に必要なBCP対策

（一社）まちかど防災「減災塾」 本部事務局 塾長　水島 重光

受講無料

オフィス防災 EXPO
特別講演 

OFS-S1  10月5日［水］13：00～14：30　社内コミュニケーションの最前線

メディア、イベント、そして働く「場」　 
三位一体の社内コミュニケーション活性化方程式

ウィズワークス（株） 『月刊総務』 編集長　豊田 健一

組織の基本となるコミュニケーション。一億総活躍のためにはその活性化が必要となります。社内
報や社内イベントとともに大きな力を発揮するのがオフィス。この3つの施策をフル活用する施策
を紹介します。

革新的かつ創造的なアイデアが湧き起こる価値創出空間  
「場」つくりの実践と成果

（株）スクウェア・エニックス 総務部 部長　岡田 大士郎

当社は、「匠」の技を有するコンテンツクリエイター等が集まる知識創造型企業です。クリエイティ
ブ社員が、「ひらめき力」や「共創力」を高め、イノベーションを湧き起こすワクワク創発「場」つくり
の実践的取組事例を紹介します。

専門セミナー 
OFS-1  10月7日［金］13：00～14：00

企業・健保・社員が一体となって目指す健康経営

三井化学（株） 人事部 健康管理室長 統括産業医　土肥 誠太郎

受講無料

オフィスサービス EXPOHR EXPO
特別講演 

HR-S1  10月6日［木］10:30～12:00　経営戦略とダイバーシティ

経営戦略としてのダイバーシティマネジメント 

NPO法人 J-Win 理事長　内永 ゆか子

ダイバーシティは、『女性』に特化して語られることが多いが、女性活用は“多様性”を意味するダイ
バーシティの第一歩。男性中心のモノカルチャーなビジネスモデルに固執するのではなく、多様な
人材を有効活用することがイノヴェーションをもたらす。本講演では、変化の著しい時代に企業が
生き残っていくための戦略として、推進すべき『ダイバーシティの必要性』について語る。

女性活躍は結果であって目的ではない　 
～サイボウズが考える多様な人材の生かし方～

サイボウズ（株） 社長室 フェロー　野水 克也

女性活躍というと役員登用、女性リーダーの増員など、従来の男性社会に女性を当てはめて議論さ
れるケースが多くあります。しかしサイボウズでは性別に関わらず従来の働き方を見直す必要があ
ると考えます。本講演では自社事例を元にこれからの人材マネジメントについてご紹介いたします。

HR-S2  10月7日［金］10：30～12：00　企業成長を促す戦略人事

企業成長を加速させる、ヤマトグループの人材育成 

ヤマトホールディングス（株） 上席執行役員　大谷 友樹

18万人の社員一人ひとりが会社の理念に基づき「世のため、人のため」、お客様へサービスを提供
しています。本講演では人材育成のしくみを紹介するとともに、さまざまな価値観を持つ社員に共
通の経営理念と戦略を理解してもらうための取り組みをご説明いたします。

グローバルで勝ち続けるための人事制度の構築  
～人事管理エキスパートから戦略人事プランナーへ～

カゴメ（株） 執行役員 経営企画本部 人事部長　有沢 正人

カゴメでは積極的なグローバル展開を進めていくために、従業員の働き方を多様化する一方で、
世界共通の人事制度を運用する「グローバル人事制度」の構築を２０１３年度から進めている。 
このグローバル人事制度を構築するにあたりポイントとしたこと、ならびに日本だけでなく各国の
現地ＣＥＯらを巻き込んでグローバル人事制度の展開をいかに図ったかをお話しさせていただく。

専門セミナー
HR-1  10月5日［水］10：30～11：30

世界随一の小売サービス業を目指す三越伊勢丹グループの人財育成

（株）三越伊勢丹ホールディングス グループ人財本部 人事企画部長　藤森 健至

HR-2  10月6日［木］14：00～15：00

事例が語る、グローバルタレントマネージメントへの挑戦

SAPジャパン（株） 人事・人財ソリューション部 部長　南 和気

受講無料

（6月30日［木］まで）（6月30日［木］まで）特別講演・専門セミナー  申込み・最新情報

▲ ▲  

www.office-expo.jp/kansai/seminar/定員になり次第申込締切！早急にお申込みください。

http://www.office-expo.jp/kansai/seminar/
http://www.office-expo.jp/kansai/seminar/
mailto:sj-con@reedexpo.co.jp
http://www.office-expo.jp/kansai/PR/
http://www.reedexpo.co.jp
mailto:osec-kansai@reedexpo.co.jp%E3%80%80Web%EF%BC%9A
http://www.osec.jp/kansai/


入場には招待券が必要です。下記よりご請求ください！ 

招待券請求(無料)はこちら 

出展のお問合せは下記より 

展示会名：第1回 関西  オフィス セキュリティ ＥＸＰＯ 

会  期：2016年10月5日(水)～7日(金) 10:00～18:00 ※7日(金)のみ17:00終了 
会  場：インテックス大阪 
主  催：リードエグジビションジャパン(株) 
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関連部署や取引先などへ配布ください 
(本招待券1枚で1名のみ入場可) 

招待券の追加請求(無料)も下記をクリックください 

まだ間に合います！ 
今すぐお問合せください！ 

出展資料請求(無料)はこちら 

http://www.osec.jp/kansai/inv/
http://www.osec-kansai.jp/ex/
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