
お客さまのビジネスを
強力にアシスト!!

《 主催 》キヤノンシステムアンドサポート株式会社
《 後援 》キヤノンマーケティングジャパン株式会社
《 協賛 》株式会社オービックビジネスコンサルタント

1111 77月月 日日((木木)) 10:00 10:00 ～～ 17:0017:00開催日開催日

in in 秋田秋田

株式会社関総研アドバイザーズ
YAC税理士法人

(セミナー協賛 五十音順）

キヤノンS&Sセミナー情報 検 索

事前申し込み事前申し込みは、２０１３年は、２０１３年1111月５日月５日 （火）（火） １７：００に１７：００に締め切らせていただきます締め切らせていただきます。。
システムの都合上、１度に複数名のお申し込みはできません。お申し込みは１名様単位での登録になります。システムの都合上、１度に複数名のお申し込みはできません。お申し込みは１名様単位での登録になります。

お問合せ：お問合せ： キヤノンシステムアンドサポート株式会社キヤノンシステムアンドサポート株式会社 秋田営業所秋田営業所

セミナー事務局セミナー事務局 担当：田村・佐々木担当：田村・佐々木 ＴＥＬ：ＴＥＬ： 018018--864864--0707(0707(代代))

http://www.canonhttp://www.canon--sas.co.jp/ev/ITSF2013/sas.co.jp/ev/ITSF2013/

【会 場】

秋田市にぎわい交流館ＡＵ(あう)
４階 研修室１～４

住所：秋田市中通一丁目４番１号
電話：018-853-1133
（セミナーについてのお問い合わせはできません）

※お車でお越しの際は
なかいち駐車場のご利用が便利です

セミナーはＷＥＢからの事前申し込み制となります（先着順）セミナーはＷＥＢからの事前申し込み制となります（先着順）



システム・ＩＴ担当者向け セキュリティ ＆ ＩＴトラブル対応セミナー

セミナールーム１ 定員２０名
10：30～11：30

セミナールーム３ 定員２０名
15：20～16：50

最新トレンド・話題のＩＴ活用で企業を元気にするセミナー

【Ａ－１】
ＷｉｎＸＰ

サポート終了

【Ｃ－３】
クラウド

クラウド・コンピューティングの
現状と活用

クラウドサービスの選択肢がどんどん広がり、自社運用か
らクラウドサービスに切り替える中堅・中小企業も着実に増
えています。本セミナーでは、今さら訊けない「クラウド・コン
ピューティング」の意味やメリット・デメリット、BCP対策等を
経営者の視点で解りやすくご説明します。またスマートデバ
イスを使った新たな販売促進手法であるAR（拡張現実）と
いう情報提供技術について、デモンストレーションを交えな
がらご紹介いたします。

講師：キヤノンシステムアンドサポート株式会社

【Ｂ－３】
ＩＴトラブル

対応

セミナールーム２ 定員２０名
15：10～16：40

知っておきたいIT管理の心得（基本編）

～ITトラブルのスピード解決策をお伝えします～

昨今 企業で扱う機器が多様化しており ITに纏わるトラ

ＷｉｎＸＰサポート終了対策セミナー
～キヤノンＳ＆Ｓがこの機会に取り組んだこと～

ニュースでも取り上げられているＷｉｎＸＰサポート終了がい
よいよ来年4月にやってきます。ＸＰサポート終了によって予
想される出来事や確認事項をご紹介いたします。

さらにキヤノンＳ＆ＳがこのＸＰサポート終了の機会を単な
るハードウェア入替ではなく営業スタイル変革の好機と捉
え、Ultrabook/iPhoneを導入しました。本セミナーでは、キ
ヤノンS&Sが考える営業スタイル変革の姿とモバイル化と
の関係についてご紹介いたします。

【Ａ－２】

セキュリティ
対策

セミナールーム１ 定員２０名
13：00～14：30

セキュリティ実践対策セミナー
～秋田県警が語るサイバー犯罪の現状と対策～

講師： キヤノンシステムアンドサポート株式会社

キヤノン体感・お役立ちセミナー

【Ｃ－２】
ポスター作成

セミナールーム３ 定員２０名
13：20～14：50

講師：キヤノンマーケティングジャパン株式会社
東北ビジネスプロダクト販売推進課 夏堀 英司

【Ｂ－１】
消費税対策

消費税対策セミナー

消費税増税による企業実務への影響

～予測される対応策を解説～
消費税は、現行の5％から平成26年4月に8％、平成27年
10月には10％となる消費税率の段階的引き上げが予定さ
れています。平成9年に消費税率が3％から5%に引き上げ
られたときには、実務の現場では、施行日前の取り扱いや
施行日をまたぐ取り扱いなどについて混乱が生じており、
今回も同様な事柄が想定されます。本セミナーでは、税制
改正内容や施行日前後の取引に係る税率の適用関係、
経過措置等の解説を中心に、今やっておかなければいけ
ない準備・対応策についてご紹介いたします。

講師：YAC税理士法人 仙台事務所 所長 税理士 森内真人
株式会社オービックビジネスコンサルタント

昨今、企業で扱う機器が多様化しており、ITに纏わるトラ

ブルも多種多様となってきています。『解決するまでに、
思った以上の時間がかかった』『今後はもう少し早く解決
できるようにしたい』などのお困りごとはありませんか？

本セミナーは、仮想企業を例にシステム担当者がよく出
会うトラブルをまとめております。トラブルの内容や対処
方法などについて、弊社での事例や経験を基にセミナー
を進めさせていただきます。

講師： キヤノンシステムアンドサポート株式会社

秋田県警サイバー犯罪対策室による、サイバー犯罪の
現状と、被害に遭わない為の対策、遭った時に必要と
される管理方法をご紹介いたします。

後半には具体的なセキュリティ対策に関連するＩＴ機器
もご紹介いたします。

講師：秋田県警察本部 生活安全部生活環境課 サイバー犯罪対策室
キヤノンシステムアンドサポート株式会社

大 判 学 園

店舗/オフィスのポスターを作ってみたいけど、難しいの
では？そんな悩みを解決する為に、『大判学園』は、か
んたんポスター作製を実体験頂くためのワークショップ
セミナーです。
・QRコードを使ったポスター作成
・他のお店と差別化する、集客コンテンツの使い方
・人が振り向く、ポスターの作り方をご紹介いたします。
※当日カメラをご持参ください。

～写真撮影法＆掲示物作成・印刷法～

セミナールーム２ 定員２０名
10：30～12：00



AEDセミナー

～あなたにも救える命があります～

ＡＥＤ体験会

【Ｃ－１】
ＡＥＤ

1. 街角でよく見かけるようになったＡＥＤとは、一体どんな

セミナールーム３ 定員２０名
10：40～12：10

セミナールーム１ 定員２０名
15：00～16：30

セミナールーム２ 定員２０名
13：10～14：40

経営者・マネージャー向け 人材育成・組織力強化 セミナー

【Ａ－３】
人材育成

【Ｂ－２】
組織力強化

業績向上と人材育成のための仕掛けづくり

講師：株式会社関総研アドバイザーズ
社会保険労務士 江口 潤

環境が激しく変化し、これまでのやり方が通用しない状
況下では、社員一人ひとりが変化に対応できる力を磨
かなければなりません。社員を教育するやり方で最も大
事なことは、社内で社員一人ひとりが継続して実践でき、
かつ、その実践が成果につながっていくことです。
セミナーでは、現場で実践できる仕組みにより、トップの
方針に基づいて、自ら考えて行動できる社員を育成す
る方法をご紹介いたします。

～組織力強化～

相手のこころに近づく
コミュニケーション

講師： キヤノンマーケティングジャパン株式会社
教育支援センター 粂 昭彦

コミュニケーションは、話すだけでなく、思いを伝える、
伝わったかを確認する、相手の反応を観察するという
ことも重要な要素です。セミナーでは自分から相手に
近づく手法を紹介し体得していただき、相手とのこころ
の距離が近くなることを実感していただきます。

information

システムの都合上、１度にシステムの都合上、１度に
複数名のお申し込みはで複数名のお申し込みはで
きません。お申し込みは１きません。お申し込みは１
名様単位での登録をお願名様単位での登録をお願

講師：キヤノンシステムアンドサポート株式会社

時にどのようにして使うものなのでしょうか？このプログラ
ムではＡＥＤとはどんなものか、またどの様な機能がある
のかについてご説明します。
2. ＡＥＤを使用した心肺蘇生法について
目の前で人が倒れました！その時どんな行動を取るのが
良いのでしょうか？人体模型を使用して心肺蘇生を皆様
に体験して頂きます。

セミナーのほか機器・ソリューションの展示も行います。
ホームページから展示のみのご参加お申し込みも可能です。

名様単位での登録をお願名様単位での登録をお願
いいたします。いいたします。

環境によりWeb申込が困難なお客様は担当営業にご相談ください。
お申込み時、満席のセミナーに対してキャンセル待ちをご希望のお客様は、担当営業にご相談ください。

お申し込み方法の流れ お申し込み締切 １１月 ５日（火） １７:００迄

当日は、「受講票」をご持参頂き、
来場受付にてご提示ください。

当日は混雑が予想されます。
来場受付はセミナー開始の１０分前迄の
ご来場をお願いいたします。

検索サイトより、以下のキーワードで検索

http://www.canon-sas.co.jp/ev/ITSF2013

または、以下のＵＲＬにアクセスして下さい。

※定員になったセミナーより順次締め切りとなります。

キヤノンＳ＆Ｓセミナー情報 検索
申込登録完了時にＷＥＢで表示される
「 受 講 票 」の印刷をお願いいたします。

登録の完了通知メールが送付されます。



会場別セミナースケジュール一覧

７日
（木）

セミナールーム１ セミナールーム２ セミナールーム３ 研修室１

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

C-１ 10：40 ～ 12：10

AED体験会

B-1 10：30 ～ 12：00

消費税増税による
企業実務への影響

A-1 10：30 ～ 11：30

WinXPサポート終了対策

B-2 13：10 ～ 14：40

相手のこころに近づく
コミュニケーション

A-2 13：00 ～ 14：30

セキュリティ実践対策

C-2 13：20 ～ 14：50

大 判 学 園

A-3 15：00 ～ 16：30
B-3 15：10 ～ 16：40 C-3 15：20 ～ 16：50

D-1 10：00 ～ 17：00

キヤノン製品
ＩＴ機器

ソリューション

展示コーナー

受付

エレベーター
セミナールーム１～３

４Ｆ フロアＭＡＰ

16:00

17:00

業績向上と人材育成の
ための仕掛けづくり 知っておきたい

IT管理の心得（基本編)

クラウド・
コンピューティングの

現状と活用


