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IT活用戦略セミナー2018　～ To grow together. (共に成長できる) ～　開催御礼

代表取締役社長  樋口 雅寿
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弊社イベントは雨が降らないジンクス通り梅雨の晴れ間に、定員を超えるお客様をお迎えして無事「IT 活用戦略セミナー2018」を開
催させていただくことができました。
第３回となる本年は、開催二週間前にはご招待のお客様でほぼ満席となり、一般参加の方々のご来場をお断りせざるを得ないほど参加
申し込みが多いセミナーとなりました。
それだけに我々も気を引き締めて、より良いプレゼン、展示ブースをご用意できるよう準備してまいりましたが、ご参加の皆様如何でし
たでしょうか？
アンケート結果では、次回参加希望率が70%を超えており、来年の「IT 活用戦略セミナー2019」に向け非常に励みとなる結果となり
ました事に感謝申し上げます。

「IT 活用戦略セミナー2018」冒頭でもお知らせいたしましたが、弊社ではニュースレター「Imadoki」や「IT 活用戦略セミナー」「クラウ
ドセミナー」だけでなく、今後はクラウド支援・IT 環境サポート契約を締結のお客様向けに、「お客様の IT 活用力向上セミナー」を定期
的に開催してまいります。

第一弾は裏面の告知にありますように、お客様が今一番困っている採用問題を解決するヒントになる「Indeed 活用セミナー ( 無料 )」を
開催いたします。
IT を活用することで、お客様の課題を解決できることがあれば、なんでも協力したい！そんな思いから生まれた新企画にご期待ください！

「IT 活用戦略セミナー」の Fujitsu ブースにて、重量799gで 13.3 インチ大画面のモバイルパソコン「LIFEBOOK U938」を体験された皆さん
の驚きの顔が嬉しかったです。
私は基本的にパソコンという機械が好きなのですが、最近「お！凄い！」って感じるパソコンが減ってて悲しい思いをしていました。
※超個人的な理由でApple は苦手なので、パソコンはWindows、スマートフォンもAndroid 端末利用しています ( 笑 )

私が久々に「凄い！」って感じて、私だけでなく弊社で総務・IT サポート部中心で既に
4台が運用されているの「Fujitsu LIFEBOOK U938 モバイルPC」。
何が凄いって？　「凄く薄く」「凄く軽く」「凄く早く」「凄く見やすい画面」のパソコンを
使うと、普段の業務が円滑になって業務がはかどるだけでなく、なんと「女性陣が自宅
に持ち帰る気になってくれた」初のパソコンなんです。
オトコ目線で作られてオトコが見てカッコいい PC が多い中、赤いボディに薄くて軽
いPCが男性陣だけでなく、女性に大好評。

クラウドサービス導入し、PCをモバイル対応にすることで、出張や持ち帰り作業だけ
でなく、社内会議なども常に携帯できることで今までにない効率のいい、業務運用の形
が実現できるモバイルパソコンです。

弊社では頼りになるパートナーとしてまだまだ採用台数を増やしていく予定、積極的
に働き方を変革していきたい方にお勧めの１台です！

LIFEBOOK U938モバイルPCのススメImadokiアイテム

【お客様 IT 活用力向上計画 第一弾】Indeed 活用セミナー ( 無料 )Imadokiセミナー

Google や Yahoo など多数の検索ホームページがあるように、求職のホームページ

も多数ありますが、「Indeed」は、今最も利用されている求人情報検索サイトです。

求職者が使っているのに、求人側が使っていないから採用できない、ひと昔前の話に

例えると、「電話帳に載っていないから、出前の注文が無い」って言ってるような馬鹿

馬鹿しい状況になっています。

「IT 活用戦略セミナー」アンケートで、ご来場者の実に３割を超えるお客様が参加をご希望されたのが、

「Indeed 活用セミナー ( 無料 )」。

三重県の採用倍率は1.8 近くと求職者１人に対して、約２社が募集を行っている状態になっており、求

人広告を出してもサッパリ募集が無いとお嘆きの声が聞こえてきます。

「我々コムデックが IT 活用でお客様にできる事があれば提供していこう！」そんな気持ちで始めさせて

いただく、「IT 活用力向上計画」の第一弾セミナー、今回は初回記念として弊社のクラウド支援＆IT サ

ポート保守契約のご契約の皆様は勿論、ご契約無くても「IT 活用戦略セミナー」にご来訪の皆様は本セ

ミナーに限り、特別に無料にてご参加いただけます。

我々と一緒に少し、採用について考える機会をお持ちください。 お申し込みURL

15：00-17：007  10月　 日
会場：弊社セミナールーム

※事前申込制、応募者多数の
　場合は第二回を別日に開催
　いたします。

http://www.comdec.jp/
seminaentry/

▲総務の打ち合わせ風景

モバイルPC  ＋  長時間バッテリ  ＋  WiFi   で

ケーブルレス会議が当たり前に行われています♪

IT活用戦略セミナー
～To grow Together 共に成長する～



PICK UP!PICK UP!PICK UP!

「クラウドって何？」って話があった「第一回 IT 活用戦略セミナー」の2年前とは異なり、クラウドサービスは個人・企業にとっては当たり前の存在と
なり、既に導入して具体的な成果が出ているお客様、クラウドサービスが多数出てきました。
今回のセミナーには「神７」と銘打った中小企業にオススメのクラウドサービスを中心に、セミナーを構成、また史上最大の展示ブースをご用意して、
「さて、クラウド始めるか！」あるいは「次に何を入れよう！」と考える経営者様・IT 担当者様に多数ご来場いただき多くの学びを得ていただきました。
今回はご都合によりご来場いただけなかった皆様にも「第三回 IT 活用戦略セミナー」を体感いただけるように、今月号の Imadoki では、時系列でセミ
ナー風景をご紹介いたします！

ご参加ありがとうございました！

15:55 16:45

12:30 13:30

受付開始・展示ブースオープン

総務・人事・経理ワールド 2018 参加のススメ経営者様向け情報

「Indeed」を利用した採用だけでなく、今や会社運営において IT 活用し

ないということは、会社運用コストが高くつく時代になっています。

「IT 活用戦略セミナー」ではできるだけ多く、我々が収集してきた会社

運営に役立つ IT ツールの情報を提供させていただいておりますが、と

ても全てはお伝えできません。

そこで情報収集にご興味がある皆さんにお勧めしたいのが、IT 展示会への参加です。

最近では IT 系展示会といっても IT 関係者ではなく業務担当者の参加が非常に多くなり、皆さん熱心に情報収集をされています。

毎年７月に東京ビックサイト行われる「総務・人事・経理ワールド」は会社運用における最新情報が集まった展示会。

現在の IT を活用した総務・経理・採用部門の運営方法を学び、情報収集をするのに絶対行って損の無い展示会と保証できる展示会で、会社運営

を改善したい経営者様、総務経理担当者様に超お勧めです。

弊社代表の樋口も7月 12日 ( 木 ) に会場訪問いたします。入場券手配含め樋口がアテンド致しますので遠慮なくお声がけください。

弊社の誇る笑顔が素敵な女性三人が受付担当。
開場と同時に大勢のお客様が来訪され、軽いパニックに！

クラウド、IT 活用をテーマに、「LINEWORKS」「Evernote」など、
過去最大の13社の展示ブースをご用意。
来場から終始見学者が途絶えず大賑わいとなりました。

オープニングセッション

弊社代表樋口が登壇し、新社屋完成の御礼を申し上げると共に、新企画

「お客様の IT 活用力向上計画」について発表させていただきました。

練習を重ねても相変らず下手糞なプレゼンですが、社長なりに頑張っ

て喋ってました。

コムデックは自社を実験台に、自社で成功した IT 活用事例を「お客様

の IT 活用力向上計画」を通じてクラウド支援・IT サポート保守契約

ユーザー様にお伝えしてまりますので今後の弊社の活動にご注目くだ

さい！

13:45

14:50

Microsoft エバンジェリスト澤様　基調講演
「マイクロソフトが描く未来の IT」スタート！
先日 Microsoft の執行役員に就任された澤氏が登場
すると、その風貌に会場にざわめきが .... しかしプレ
ゼンが始まると皆さん話にグイグイ引き込まれていく
のがわかりました、流石プレゼンNo1、上手い！
講演では、AI や IT 活用の事例だけでなく、実際に
Microsoft の最新の MR( ミックスド・リアリティ )
デバイス「HoloLens」を使ったデモを行っていただき
Micorsoft の描く未来の IT をたっぷりご紹介いただ
きました。

船井総合研究所　長島チーフコンサルタント　第一講座
「クラウド活用時代に社長が知っておくべき経営の原理原則」スタート

３回目の登壇で既に固定ファン層ができている長島コンサル、相変わら
ずの長島節全開で企業経営の原理原則とクラウド活用について喋ってい
ただきました。
日本最大の中小企業向けコンサルティング会社である船井総研様が知
る、人口クラスター問題をはじめ、今後の中小企業の経営環境に関するお
話だったため、皆さんの関心が非常に高く、他の講座より熱心にメモを取
られている方が多く見えました。

弊社生田専務　第二講座
「クラウドサービス導入によって
生産性を上げる秘訣」スタート

人前で話すことにすっかり慣れた生
田専務、情熱的に歩き回りながら、観
衆に居眠りする暇も与えず、IT 活用
のヒントをお伝えします。
弊社は既に多くのクラウドサービス
導入事例を持っており、クラウドサー
ビスは購入するだけではうまく業務

に定着しない事も知っています。三重県で最も多くのクラウドサービスを
定着させてきた生田専務がクラウド定着への思いを熱く語っています。

最初から最後まで皆さん非
常に熱心に聴講いただきま
した。多くの学びが得られる
各セミナーの講師のトーク
に引き込まれ寝てる方はお
りません。

昨年の人気No1 クラウドサービス「おもてなし電話」の
シンカ 江尻社長がゲスト登壇！
社名通り、１年で更に「進化 : シンカ」した「おもてなし電
話」サービスを熱く語っていただきました。

全ての講演が終わり、
エンディングで次回開催報告！

最後は参加御礼のご挨
拶と、参加者だけが知っ
ている、なぜだか毎回失
笑が起きてしまう次回
開催決定案内 ( 笑 )
次回 IT 活用戦略セミ

ナーは 2019 年 6 月 18 日 ( 火 ) に開催決定いたしました
ので、皆さんスケジュール確保をお願いします！今回のご来
場者の皆様はもちろん、今回都合でご参加いただけなかった
皆様も、次回のご参加をお待ちしております (^^)/

最後に参加されたお客様の声をご紹介！
毎回アンケートをいただいているのですが、正直に申し上げますと厳しい意見をいただくこともございます。
皆様の暖かいご意見を励みに、そして厳しいご意見を糧に「IT 活用戦略セミナー」は運営されており、様々なお声を頂戴できる得難い機会と
なっています。アンケートご記入いただきました皆様ありがとうございました！

プレゼンテーター「澤 円」氏　
著作「世界No1プレゼン術」▶


