
2022  6 14 Tuesday
9:30-18:00

ビジネスソリューションフェア
. .

ご来場記念品
大抽選会

展 示 会 場

クラブン株式会社
岡山支店
〒700-0971 
岡山県岡山市北区野田4丁目16-17 
TEL. 086-243-0300
FAX. 086-243-1963

the 107th

大問屋
さん

ワークショップ＆
展示内容の詳細は
クラブンHPを
ご覧くださいお申込みFAX番号

検 索クラブン株式会社

※来場時の検温・アルコール消毒・マスク着用にご協力ください。検温の結果37.5℃以上の場合はイベントへの参加をご遠慮いただく場合がございます。
※本イベントは、政府や自治体、会場等の方針に則り、新型コロナウイルス感染症予防対策に配慮して開催してまいります。
※今後の感染拡大状況等により、やむを得ず開催中止・内容が変更となる場合がございます。皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。

ワークショップ参加申込書（参加費無料） ご希望の欄に◯をつけてください

○お客様の個人情報の取り扱いについて○
■クラブン株式会社は、お客様からご提供いただきました『個人情報』を、当該フェア・セミナーの運営、および製品・サービスの情報
提供等の営業活動に必要な範囲内にて使用致します。個人情報のご記入無き場合は、ワークショップ参加及び各種情報の提供ができ
ないことがありますので、ご了承ください。弊社は、お客様の個人情報を適切な安全対策のもと管理し、漏洩等の防止に努めます。

0120-170-294 （倉敷本社セミナー事務局 河合宛）
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弊社営業担当

働き方の新しいスタイルをご体験ください

Panasonic上腕血圧計 有精卵 チーズケーキ

空クジなし

※写真はイメージです 紙製クリアフォルダー1等 2等 3等

大切な社員の命を守る災害対策
時系列に沿って必要な商品をご提案します

Capture Brain

AI OCR ドキュメントソリューション

勤怠管理 アルコールチェッカー

テレワーク

ネットワークカメラ▶

◀UTM

セキュリティー

災害対策

脱エクセルSDGs

散在するエクセル管理からの
脱却で生産性アップ



ワークショップワークショップ 展示内容ピックアップ展示内容ピックアップ
10:30～11:20 50分

講 師 株式会社ありがとうファーム　多機能型事業所

対　象　　経営管理者　　SDGs推進担当者

13:30～14:20

※ワークショップ受講は事前登録が必要です。定員になり次第、締め切らせていただきます。
※本イベントは企業様を対象としているため、個人の方からのお申込はご遠慮くださいませ。 

“ ”

ホワイトボードのように書き込めるディスプレイ、
カメラやマイク、そしてPCまで。
会議に必要なすべてを1台に集約したMAXHUB。
電源をいれるだけでOKのオールインワン。
Web会議のメンバーを双方向でつなげ、まるで
隣にいるかのような、臨場感あふれるコミュニ
ケーションを実現します。

10:00～10:50 15:00～15:50 50分

講 師 株式会社ＮＩコンサルティング

対　象　　経営管理者　　総務管理者　　　　　　   

電子保存の義務化が延期になったものの『2023年
12月』には準備しなければなりません。

どうせなら「紙」の取引書類も電子保存して、一気に
ペーパーレス化を進めていきませんか？

デジタル改革に取り組もうとすると、社内からの抵
抗がつきものですが、義務化される事をチャンスと
捉え、デジタル改革を推し進めていきましょう！

業務効率UP オフィス改善 テレワーク

FAX

複合機等のFAX受信をNI Collabo 360と連携さ
せることで、いつでもどこでもFAXをペーパー
レスで確認することができます。
また、メール・ＦＡＸからの転送登録やワークフ
ロー経由での登録などにも対応し、電帳法関連
書類の管理を一元化できるグループウエアを
ご紹介します。

業務効率UP

裏面の展示一覧もご覧ください。

SDGs MAXHU V5

NI  collabo 360

®

ありがとうファームは、岡山市表町商店街を拠点にハンディキャップ
を持った方が働く就労継続支援A型事業所。アートとサービス業の
2本柱で、自立と幸せの実現のため、働くこと、生活することの環境
を創造する活動をしています。

昨今、頻繁に意識する機会が多くなった「SDGs（エスディージーズ）」。
日本の企業でもSDGsの考えに賛同し、活発に取り組みを進めて
いる様子を目に耳にすると思いますが、そもそもSDGsがなぜ
企業活動をする中で必要とされているのでしょうか。

ワークショップでは改めて企業がSDGsに取り組む必要性の
解説と、「社会」の課題解決を強みとするわたしたち「ありがとう
ファーム」がSDGs経営にお役に立てる様々な事例をご紹介します。
■レンタルアート
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