受講
無料

リコージャパン

福祉介護セミナー＆プレゼンテーション２０１２
事業運営に携わる経営者様及び管理者様へ
事業運営に携わる経営者様及び管理者様へ

セミナー １部 介護事業所様向け

『介護職員
定着率向上の
ためのポイント』
１３：００ ～ １４：３０

介護職員の離職・転職は20％という高い離職率になっ
ています。1年間で2割の介護職員が辞めてしまうという
のは、仕事の全業種の中でもずば抜けて高い数字です。
また介護サービスを提供している事業所のうち、半数以
上が「介護する職員が不足している」として、人材の確
保が課題となっております。ただ介護事業所の中には、
介護職員の離職率が低く、職員の定着率が高い事業
所も存在します。
本セミナーでは、その違いは何なのか、どんな取り組み
を行っているのか分りやすく解説いたします。
講師： コミュニケーションマインドワークス 柏木 駿二氏

セミナー２部 介護事業所様向け

『 2025年の介護政策
を見据え、市場競争に
勝ち抜く事業戦略』
～地域包括ケア研究会報告書と介護資格の変遷、
そして人財育成のための補助金活用～
１５：００ ～ １６：３０

＜佐世保会場＞
■日 時 : 平成24年１2月3日(月)
■場 所 :

佐世保市労働福祉センター

２０２５年に向けた社会保障改革における
医療・介護政策の動向を見据え、人材不足
や消費税増税等の荒波ある市場競争に勝ち
抜き、成長発展する介護事業戦略について
お伝えします。
介護資格がどのように変遷し、それが加算等
にどう影響していくのか、また、その変遷を事
業所運営にどう取り込んでいくのか。さらには、
それらの有資格者をどのように確保し、どう
育成していくのかを補助金活用の観点等を
踏まえ提案し解説いたします。
講師：LIFE・DESIGN株式会社 勝矢 圭一氏

13:00～16：30（受付開始１2：30）
2F 会議室

定員 ５０名

＜長崎会場＞
■日 時 : 平成2４年１2月4日(火)
■場 所 :

長崎ブリックホール

13:00～16：30（受付開始１2：30）
3F 会議室

定員 ６０名

＜県央会場＞
■日 時 : 平成2４年１2月7日(金)
■場 所 :

諫早文化会館

展示予定ソリューション

13:00～16：30（受付開始１2：30）
2F 会議室

定員 ５０名

10:00～16：30（受付開始09：50）

個別プレゼンテーション

先着順によるお申込受付

業種業務に応じた課題解決に向けた専門ベンダーによる個別プレゼンを行います

介護福祉業
のお客様向け

介護福祉システム

「ほのぼのＮＥＸＴシリーズ」

ほのぼのNEXTは介護保険関係の業務処理に完全対応し、全国15,900を超える事業所
様でご利用いただいている社会福祉事業者様向けの業務システムです。介護保険・利
用料請求から記録業務に至る業務支援システムをご紹介します。

医療・介護福祉業 医療・社会福祉法人向け就業管理システム
のお客様向け

「勤怠管理ソリューション」

進化系！勤務時間等を確実に集計するのはもちろん、法令順守のもと人件費の適正化
をサポートするなど、きめ細やかな機能を搭載。また、シフトをＥｘｃｅｌで管理している場
合、Ｅｘｃｅｌを変えずに勤怠管理を行うことが可能です。

医療・介護福祉業 医療・社会福祉法人向け就業管理システム
のお客様向け
「福祉大臣」
平成24年 社会福祉法人新会計基準対応！規定の様式に合わせた簡単操作で、多様
な福祉ニーズに的確に応えます。
入力と同時に仕訳整理ができ、特有の語句をインプットした摘要辞書などを標準装備し
た使いやすさで、多忙な日常の業務を的確にサポートします。
業種共通

ホームページ作成支援

ホームページ

「おりこうブログＣＳ」

全国約4,500社のお客様に選ばれてきた“おりこうブログシリーズ”。どなたでも手間な
簡単に、ホームページの作成から運営までおこなえます。モバイル閲覧変換機能により
モバイルサイトを同時作成でき、“お客様への接触機会の拡大”に貢献します。
業種共通

セキュリティー

IT資産管理/ログ管理システム

「SKYSEA ClientView」

「情報セキュリティ対策」と「IT資産の有効活用」に必要な機能を“オールインワン”で搭
載。“使いやすさ”でクライアント運用管理を支援するソフトウェアです。USBメモリの使
用制限やアクセスログ管理など情報漏えいリスク低減に貢献します。

個別プレゼンテーション

先着順によるお申込受付

業種業務に応じた課題解決に向けた専門ベンダーによる個別プレゼンを行います
業種共通

コスト削減

スマートフォン連携ソリューション
「モバらくだ」システム

Ｗｉｎｄｏｗｓリモートデスクトップ機能を、『より安全に』、『より簡単に』！外出先から自席Ｐ
Ｃの電源ＯＮとリモートデスクトップ接続を簡単手順で実現でき、「いつでも」、「どこでも」
使い慣れた自席ＰＣを操作することが可能となります。
業種共通

セキュリティー

監視セキュリティソリューション
監視カメラ（ネットワークカメラ）

・管理者様向けのマネジメントツールとしての適正人員配置や防犯用としても利用可能
・利用者様の状況把握や、事故発生時にも録画機能により検証用として利用できます。
・無線LANも利用可能で、どこにでも取付可能
業種共通

環境改善

ナースコールソリューション
ハンディ・ナースコール・システム

業務効率アップとしてハンディナースコールシステム。夜間の少ない人員時でもナース
コールと内線通話や外線着信の鳴り分けも可能！PHSの表示機能でラクラク場所表示
PHSで職員様同士の連携も取りやすくなります。
業種共通

コミュニケーション＆映像ソリューション

コミュニケーション ＵＣＳ（ユニファイド コミュニケーション システム ）
・介護施設で働く人たちのミーティングや、報告・連絡ツールとして活用できます。
・各拠点が遠く、集合型の勉強会開催に困っている人材育成担当者のツールになれます。
・介護担当者は施設にいながらお客様の状況を確認できます。
業種共通

節電・環境対応

ＬＥＤライティングソリューション
リコー初のＬＥＤ照明（ＣＬＡＲＴＥ）

・工事不要：蛍光灯器具から蛍光管を外し取り替えるだけ。
・ちらつかない：リコー独自のアナログ技術によりちらつきを抑制しています。
・紫外線が出ない：紫外線が出なく蛾などの昆虫が寄り付きにくい構造です。
・軽量設計：マグネシウム合金を放熱フレームに採用しています。

会場内展示コーナー

個別プレゼンテーション

業種業務に応じた課題解決に向けた専門ベンダーによる個別プレゼンを行います
RICOH オペリウス

【カンタン】ｿﾘｭｰｼｮﾝ

複合機拡張ソリューション

カンタン文字認識・文書登録・私書箱プリント

・紙文書をofficeデータへ変換し、編集可能な状態にできます。
・紙文書を電子化・電子データ保管を行い、業務効率化できます。
・管理レスにてオンデマンド印刷が可能になり、ミスプリントを削減できます。
スマートデバイス印刷対応
ソリューション

AirPrint・SmartDevicePrint

・iPad/iPod/iPhoneからRICOH製プリンタ・複合機へ印刷を行うアプリケーションです。
RICOH ITKeeper
BBパック

NetMFPシリーズ

・RICOHインターネットサポート保守BBパックとRICOH製複合機をセットにして、快適な
オフィスのインターネット・ネットワーク環境をご提供致します。

RICOH @リモート

遠隔診断システム@リモート

・インターネット環境に接続している複合機をリモート診断することで、機器の故障未然
防止・ダウンタイムの短縮・トナー自動配送・クイックレポートによるお客様の機器ご利
用状況のコンサルティングをご提供致します。

RICOH保守体制

フルタイム保守サービス

・休日を含む365日のサポート体制、夜間緊急故障に対応した24時間保守、平日17時
以降の保守など高品質な保守サポートをご紹介致します。
㈱馬郡喜商店サポート体制

サポート体制のご紹介

・土日の急な修理対応など、高品質なお客様への修理サポート体制をご紹介。
お問合せは・・・、

株式会社 馬郡喜商店 担当
TEL0956-23-5381
FAX0956-22-3340

まで

URL http://www.magoori.co.jp

リコージャパン 福祉介護セミナー＆プレゼンテーション２０１２ 申込書

ＦＡＸ ０９５-８４０-０５３９
リコージャパン（株）長崎支社 プレゼンセミナー事務局あて
本申込書を営業担当にお渡しいただくか、このまま
ＦＡＸにて送信いただきますようお願いします。

参加費【無料】
事前申込制
ご来場日
□ １２月３日（月） 佐世保会場
□ １２月４日（火） 長崎会場
□ １２月７日（金） 諌早会場

貴社名
ご連絡先
（ＴＥＬまたはＥｍａｉｌ）

フリガナ

お名前
所属
役職
▼ご参加希望のお申込内容をご記入ください （複数選択可）

【セミナー１部 １３：００ ～ １４：３０】

介護職員定着率向上のためのポイント
【セミナー２部 １５：００ ～ １６：３０】

2025年の介護政策を見据え、市場競争に勝ち抜く事業戦略
介護福祉システム

「ほのぼのＮＥＸＴシリーズ」

医療・社会福祉法人向け 「勤怠管理ソリューション」
医療・社会福祉法人向け 「福祉大臣」
ホームページ作成支援 「おりこうブログＣＳ」
IT資産管理/ログ管理システム 「SKYSEA ClientView」
スマートフォン連携ソリューション 「モバらくだ」
監視セキュリティソリューション 「ネットワークカメラ」
ナースコールソリューション 「ハンディ・ナースコール」
コミュニケーション＆映像ソリューション 「ＵＣＳ」
◆個別プレゼンテーション時間帯について
先着予約順となっております、ご希望の時間帯の番号をご記入下さい。
①１０：００～１０：３０ ②１０：３０～１１：００ ③１１：００～１１：３０
株式会社 馬郡喜商店
④１１：３０～１２：００ ⑤１２：００～１２：３０ ⑥１３：００～１３：３０
⑦１３：３０～１４：００ ⑧１４：００～１４：３０
：００～１４：３０ ⑨１５：００～１５：３０
：００～１５：３０
ＴＥＬ：0956-23-5381
⑩１５：３０～１６：００ ⑪１６：００～１６：３０
ＦＡＸ：0956-22-3340

※大変申し訳ございませんが、個別プレゼンテーションは時間帯の調整をお願いする場合がございます。
※都合上、セミナーの内容、講師が変更になる場合がございます。ご了承下さい。
※本申込書における個人情報は、細心の注意と最大限の努力をもって保護・管理をおこないます。

営業担当

