InterWaveNewInnovationChallenge
株式会社インターウェーブ

参加無料

2019トータルサポートフェア in ⿅児島
日 時︓2019年 7月25日（木）

９:00〜17:30
会 場︓ジェイドガーデンパレス
⿅児島市上荒⽥町１９－１ ４F
主 催︓株式会社インターウェーブ

【来場者特典】
①当日、アンケートご回答の方全員に、おひとり様に一枚、当社定期開催ＣＰＤ・CＰＤＳ
レギュラー無料セミナーチケット（６ユニット︓１万円相当）をプレゼント致します︕
②当日、理想科学の⾼速プリンターオルフィスを⾒て頂いた方全員に、PDFデータをお持
ち頂くと無料でA4サイズ100枚をプレゼント︕（USBメモリでお持ち下さい。）
③ご来場の方全員に便利な【34n1充電ケーブル】もプレゼント︕（各営業にご確認下さい。）
拝啓
貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
また、日頃より、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、今年も例年通り「2019トータルサポートフェア in ⿅児島」を
開催する運びとなりました。今回は「ICT活用でさらなる働き方改革を推
進する︕」をテーマに数多くの展示商品を取り揃えました。また、今回の
フェアでは、お客様の経営課題を解決するために今回初めて「経営相談
コーナー」を設けました。展示商品のみならず５つの経営課題に対して、
プロの専門相談員（アドバイザー）の方々に、自社の経営課題に応じてご
自由にご相談いただけます。
そして恒例のセミナーも今回は５つのテーマを揃えました。kintone
（キントーン）を活⽤して業務効率化を図った企業の事例紹介や、働き方
改⾰に伴う法改正及び⼈材採⽤・離職防⽌に関する内容、そして建設業の
方には中小建設業が簡単に取り組むためのi-Construction（アイ・コ
ンストラクション）の活⽤事例などを２種類に分けてご⽤意いたしました。
今回のトータルサポートフェアは、商品展示のみならず、各種セミナー
や新設した「個別経営相談コーナー」など、貴社の経営課題解決のヒント
を得られるフェアとなっております。どうぞお気軽にお越しください。
敬具
株式会社インターウェーブ
代表取締役 倉橋 利⼀

Interwave
■お問合せ︓株式会社インターウェーブ フェア準備委員会 事務局 ⽥島・下境⽥
電話_099-206-3113 受付時間_平日9:00〜12:00/13:00〜17:30

展示・デモンストレーションコーナー

※詳細はQRコードからスマホでご覧になれます。

【建設業向けソリューション】

土木・建築・設備に対応した
積算システム Ga4a10

Tr4mbleの建設ICT技術で
4-Construct4onを実現します︕

ドローン測量をお⼿軽に
エアロボマーカー︕

福井コンピュータ
CIMｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
TRSND-CORS・POINT

国内シェアNo.1 建設CAD
福井コンピュータ
アーキトレンドZSRO

重機搭載レーザー計測システム
ジオサーフCS株式会社

工事現場の安全対策に︕
360°サラウンドカメラ

日建リース工業株式会社
朝礼サイネージシステム
朝礼準備時間の大幅削減に繋がります

株式会社ショーワ
建設現場監視カメラ

フロアがよみがえる『最新コーティング』

カラー1枚、1.47円と低価格︕
理想科学工業 オルフィス

働き方改革を⽀援します︕
サイボウズ kintone

⼈材採用を⽀援します︕
リクルート説明会用のオリジナル
ブースで他社と差別化出来ます︕

3Ｄデータを作成するための
オーダーメイドパソコン︕

ドローンの操作研修を⽀援します︕
社内でドローンの運用を考えておられるなら
当社にお任せ下さい︕

4-Con対応施工計画書も
簡単作成︕施工管理ソフト 武蔵

ドローンから3Dデータ作成
テラドローン株式会社

工事現場の記録に最適︕
タイムラプスカメラ BCC100

【全業種向けソリューション】

オフィスの効率化アップ
富士ゼロックスカラー複合機

定型業務に関する課題を解決︕
RPAシステム w4nactor

使用済みパソコンのデータ消去︕
パソコン買い替えの際、データ消去に
お困りならお任せ下さい︕

■出展企業（アイウエオ順）
①

㈱インターウェーブ

安全対策サラウンドカメラ
ＬＥＤ蛍光灯

⑪

㈱ジオサーフ

重機搭載レーザー計測システム
ドローン

②

エアロセンス㈱

ドローン測量。AEROBOマー
カー

⑫

テラドローン㈱

ドローン専⽤画像処理ソフトウェア
TerraMapper（テラマッパー）

③

㈱NTTデータ九州

最新のRPAソフトウェア

⑬

日建リース工業㈱

⼥性技術者向け商品。NETIS商材各種

④

㈱オンデマンドスクエ
ア

うちわ・パッケージ等の印刷
加工

⑭

㈱パシフィックネット

新品・中古パソコンレンタル

⑤

㈱郷土開発

ドローン各種展示

⑮

㈱ビーイング

土木工事積算システム（Gaia）

⑥

㈱霧島測機

最新測量機器、光波など

⑯

福井コンピュータ㈱

VR・施工管理ソフト（武蔵）

⑦

㈱サイホープロパ
ティーズ

現場監視⽤カメラ
タイムラプスカメラ

⑰

福井コンピュータアーキ
テクト㈱

VR・3D建築CAD（アーキトレンド）

⑧

サイテックジャパン

最新のNikon+i-Conシステム

⑱

富⼠ゼロックス⿅児島㈱

多機能複合機・e-Qix

⑨

サイボウズ㈱

kintone(キントーン)を活⽤した
業務効率化

⑲

㈱ユニットコム
（パソコン工房）

ハイスペックPC・タブレット等

⑩

㈱ショーワ

現場監視⽤カメラ・フロアがよ
みがえる『最新コーティング』

⑳

理想科学工業㈱

高速カラープリンタ（オルフィス）

セミナーのご紹介
働き方改革元年となる令和元年に、お客
様が興味をもたれるであろう内容のセミ
ナーを５種類ご用意いたしました。
多数の参加が⾒込まれるため、事前登
録をお勧め致します。別紙の申し込み
サイトもしくは申し込み書からＦＡＸ
にてお申し込み下さい。

セミナー1
セミナー１
9:30〜10:30

受付9:10より

【対象】全業種、経営者、経営幹部様向け

kintone（キントーン）を活用した業務改善事例紹介
〜働き方改革に備え、社員の⽣産性向上を促進する秘訣とは︕〜

【講師】

渋谷 雄大（しぶや ゆうだい）氏
1986年⽣まれ。東京都の深川出⾝。
サイボウズ株式会社
kintone エバンジェリスト
年間140回ほどkintoneに関するセミナー
を⾏っている。
主にkintoneを活⽤した業務改善改⾰を全
国に広めており、今回は実際にkintoneで業務改善出来た事例を
多数紹介致します。また、すでにkintoneをお使いになっていて、
活⽤方法にお悩みがある方もブースにてご質問いただけますの
で是非お聞きください

セミナー1
セミナー2
セミナー２
11:00〜12:00

受付10:40より

【対象】建設業、土木設計コンサルタント様向け

中小建設業がやるべき「i-Construction」とは︕
〜13名の建設会社が情報化施工で利益を⽣み出す
【講師】
ために取り組んだこと〜
大矢 洋平（おおや ようへい）氏
静岡県伊豆の国市出⾝
株式会社正治組

受付12:40より

【対象】全業種、経営者、経営幹部様向け

欲しい⼈材を採用する⼿段と⾯接のコツ︕
〜すぐ出来る︕欲しい⼈材が採れる採用術とは〜

【講師】

中森 利一（なかもり としかず）氏
大阪府出⾝。株式会社イーアドバンス
代表取締役社⻑ 健康経営アドバイザー、

土木部⻑

やんちゃな土木ネットワーク 事務局⻑
静岡県の社員13名の正治組にて精⼒的に
i-Construction に取り組む。
i-Constructionの活⽤で工期を約3分の2
に短縮することで、コストは約1/2まで抑えた。今回は中小建設
業でも取り組める手法を詳しく説明いたします。
小規模な土木現場でもi-Constructionをフル活⽤すれば「利益が
残せる︕」ということを学べるセミナーです。

セミナー4
セミナー1
セミナー４
14:30〜15:30

セミナー1
セミナー3
セミナー３
13:00〜14:00

受付14:10より

【対象】建設業、土木設計コンサルタント様向け

ICT建機の運用
〜本当の丁張レス施工とは〜

【講師】

安永 幸弘（やすなが ゆきひろ）氏
サイテックジャパン株式会社 九州営業所所⻑
建設ICTサポートエンジニアとして、九州地区
をメインに数々の土工現場をサポート。
Trimbleのマシンガイダンス・マシンコントロ
ールを中⼼に現場導⼊を御支援させていただいています。
次世代技術者の育成も取り組み、昨年チームサイテックの
全国No.1スペシャリストを輩出。
「土工現場をより楽しく︕」そしてより⼀層「建設現場の⽣産
性の向上」を目指している方、必聴です。

管理栄養⼠
どのようにすれば育成や離職防⽌ができ
るのか、採⽤効率が上がるのか、従業員
の育成方法に⼼理学を取り⼊れる研修を
開始。離職を防ぐ仕組み作りを研究、システムをリリース。研
修、セミナーでは、採⽤と定着を考える研修を定期的に全国で
⾏っている。今回は採⽤する際に辞めない社員をどう選ぶか︖
また、今社員の離職をどう防ぐか︖ということをお話します。

セミナー5
セミナー1
セミナー５
16:00〜17:00

受付15:40より

【対象】全業種、経営者、経営幹部様向け

働き方改革における企業のリスク管理とは︕
〜就業規則における企業防衛のポイント〜

【講師】

荒木 麻友（あらき まゆ）氏
1970年⿅児島県薩摩川内市⽣まれ。
社会保険労務⼠リーガルオフィス
所⻑。荒木⿇友ナビオフィス代表取締役。
都市銀⾏10年を経て2003年から社会保
険労務⼠2007年帰⿅。県内外130企業に関与し、⼥性6⼈でき
め細かいサービスを⾏っている。得意分野は「採⽤コンサル」
と残業時間削減、ITツールを利⽤した「事務効率化コンサル」。
企業側の目線に⽴った社会保険労務⼠として活躍中。今回のセ
ミナーでは経営者目線に⽴ち、働き方改⾰を目前にどう「企業
防衛」をしていくべきか︖について詳しくお話致します。

＜講演内容は、一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。＞

経営相談コーナーの
ご紹介

お客様の経営課題を解決すべく、お気軽
に相談出来る相談コーナーを設けました。
相談コーナーにおいては、事前登録が必要
となっております。別途登録申し込みにて
ご登録をよろしくお願いいたします。
また、１社あたり最大で５０分、先着順で、
事前登録の企業様を優先で対応させて頂き
ますので、早めの事前登録をお勧め致して
おります。各相談員にご相談頂けるお時間
は「9︓30」、「10︓30」、「13︓00」、
「14︓00」、「16︓00」となります。
別途お申し込み用紙にご記入下さい。

「⼈材採用・離職防⽌・社員の
モチベーションアップ」相談コーナー

辻松 律男（つじまつ りつお）
株式会社Ｍ＆ＡＢｉｚ 代表取締役
山⼀證券株式会社からメリルリンチ
日本証券株式会社、株式会社日本Ｍ
＆Ａセンターで Ｍ＆Ａストラテジ
ストとして活躍後、日本Ｍ＆Ａセン
ター在籍中関連会社の日本プライベートエクイティ株式会社
（ＪＰＥ)へ出向。 ＭＢＯファンドの運営・管理を⾏い、2006
年に独⽴。経営コンサルティング業務、2012年

財団法⼈埼玉

県産業振興公社の支援専門家に登録。Ｍ＆Ａストラテジストと
して、ストラクチャー、マーケティング、契約交渉、評価など、
ソーシングからクロージングに⾄るまで⼀連の業務すべて⾏う。
「事業を引き継ぎたいが後継者が・・」そうお悩みの経営者の
方向けに今回のフェアに常駐致しております。

「経審アップ・⿅児島県格付けアップ
建設業経理士資格取得」相談コーナー
【アドバイザー】

【アドバイザー】

中森 利一（なかもり としかず）氏
大阪府出⾝。株式会社イーアドバンス
代表取締役社⻑

「事業承継・Ｍ＆Ａ・自社株評価」
相談コーナー
【アドバイザー略歴】

健康経営アドバイザー

どのようにすれば育成や離職防⽌ができ
るのか、採⽤効率が上がるのか、従業員
の育成方法に⼼理学を取り⼊れる研修を
開始。離職を防ぐ仕組み作りを研究、シ
ステムをリリース。研修、セミナーでは、採⽤と定着を考える
研修を定期的に全国で⾏っている。
「⼈がなかなか採⽤できず困っている。」、「何故だか⼈が辞
めていくので困っている。」とお悩みの企業様向けに今回の
フェアに常駐致しております。
※講師の都合により9︓30、10︓30、14︓00の3つの時間のみの受付となります。

「⽣産性向上に取り組む企業様」
相談コーナー
【アドバイザー】

⽥中 覚（たなか さとる）氏
株式会社タナカサトル技術支援
代表取締役 技術⼠(機械部門)
京セラ株式会社に務め、2017年に独⽴。
⼈手不⾜・働き方改⾰・採算改善に対しIE
などの⽣産性改善技術を活⽤し早期の問題
解決を図ります。①専門家の観点から診断・対策⽴案を⾏い結
果をフォローします。②チームによる改善活動を支援し、目標
設定・問題抽出・対策⽴案・効果確認を通して継続的に改善効
果を積み上げます。感謝・承認をベースにチームのやりがい・
自主性を育てます。今回は「働き方改⾰に対応して いくために
も⽣産性アップを図らなければ︕」と強くお考えの経営者の方
向けにフェア会場に常駐致します。

福元 克明（ふくもと かつあき）氏
株式会社フクモトマネジメント・ラボ
代表取締役
平成９年に東京都にて同社を設⽴し、
平成１１年から故郷の薩摩川内市に移転。
⿅児島県内の建設業者を中⼼に格付対策
コンサルティング、建設業経理⼠講座、セミナー、新聞への解説記
事執筆、⼀般企業を含む経営者向け講習会（決算書の⾒方など）を
通しての情報提供などをおこなっている。経審アップでは多くの実
績があり、⿅児島では第⼀⼈者。建設業経理⼠の資格取得を目指す
方への指導も⾏っている。また、⿅児島建設新聞においても過去に
多数連載。「⿅児島県の格付けを上げたい︕」とお悩みの企業様向
けに今回のフェアに常駐致しております。

「補助⾦申請、経営革新認定及び
経営⼒向上計画認定取得」
【アドバイザー】
相談コーナー
向江 隆⾏（むかえ たかゆき）氏
南洲総合研究所 所⻑
中小企業診断⼠
よろず支援センターで中小企業の経営改善に
取り組む。補助⾦などの申請業務にも精通。
ものづくり補助⾦やＩＴ導⼊補助⾦、経営⼒
向上計画及び経営⾰新計画の作成支援なども⾏っている。
主な専門分野としては経営計画/創業/情報管理・IT化/販路拡大・販
促支援がある。
「補助⾦申請などについて詳しく聞きたい。」、「経営⼒向上計画
認定を受けたい。」、「経営⾰新計画の認定を受けたい。」とお考
えの企業様向けに今回、アドバイザーとしてフェア会場に常駐致し
ます。お気軽にご相談ください。

