調達業務もクラウドで！
クラウド型EDIで実現する
”つながる工場”実現のススメ
1月19日（金）14:00～17:00

開催日時

2018年

会

刈谷市産業振興センター 301会議室

場

定員

（受付開始13:45～）

20名様

先着

参加費無料

国内はもとより、国際競争の激化により早急なコスト削減や働き方改革の必要性が叫ばれています。
これからは、いかに効率よく今あるリソースで現場の生産性を上げるかを考えなければなりません。
また、サプライヤーとのコミュニケーションを強化し、最適なサプライチェーンを構築することが必要不可欠
となってまいります。
本セミナーでは、 調達業務にフォーカスをあて、“つながる工場”をテーマに最新のITの有効活用から、現
状業務における課題と改革のために何が必要かをご紹介いたします。

セミナープログラム
第1部

14:00～14:45

これからの時代の中小製造企業調達業務改革
～目の前の実務課題とIT活用～

調達業務は多岐にわたります。知り合いの調達担当に聞いた話では、昨今の検査データ改ざん問題などで、設計担当から冗
談交じりにウチの取引先は大丈夫だよね？と言われたようです。勘違いしてはいけませんが、調達業務の改革とは調達部門
だけの仕事ではありません。また、これまで調達業務の改革には様々なキーワードが挙がってきました。集中購買、サプラ
イヤー集約、複数社発注、部品集約・・・。しかし、中小企業の現場では目の前の業務に忙殺され、いまだ十分に手を打て
ないままとなっています。第四次産業革命やコネクティッドインダストリーといった、昨今のトレンドで、「ものづくり」
の現場も変革を迫られている中、調達業務の実務課題とIT活用を示し、どのように改革を進めていくべきか考察します。
講師：株式会社エクス

第2部

15:00～15:40

クラウド型EDIサービス

「EXtelligence

サービス事業本部 マーケティング企画チーム

EDIFAS」 ご紹介

サプライヤーとのEDI取引により、調達業務の効率化を実現。より早く、より安く、より簡単に”つながる”ことを基軸に
開発されたクラウド型EDIサービス「EXtelligence EDIFAS」の概要をご説明いたします。
講師：株式会社エクス

第3部

15:50～16:35

サービス事業本部 マーケティング企画チーム

中堅・中小企業向け生産管理システム「Factory-ONE 電脳工場MF」 ご紹介&デモ

製造現場サイドに立った使えるシステムをコンセプトに開発し、1400本以上の導入実績を誇る『Factory-ONE 電脳工場MF』
生産管理から販売管理まで工場経営をトータルに管理することができます。中堅・中小製造業向け生産管理システムの特長を
デモンストレーションを交えながらご紹介します。
講師：株式会社エクス ソリューション事業本部 営業事業部 西日本営業部 中部営業課

16:35～17:00

主催：

質疑応答

共催：

お申込み締め切り:2018年1月18日（木）
セミナー詳細

MAP

開催日：2018年1月19日（金）
時

間：14:00～17:00

ローソン

(受付13:45～）
県道51号線

相生町

会

場：刈谷市産業振興センター 301会議室

相生町一丁目

桜町

セブンイレブン

〒448-0027
愛知県刈谷市相生町1丁目1番地6

サンクス

定

員：20名（事前登録制）

窓

口：日本事務器株式会社 中部支社

会場：刈谷市産業振興センター

ITソリューション営業部（担当：尾崎）
TEL 050-3000-1667

交

北口
←至 名古屋 JR東海道本線

←至 碧南

（JR・名鉄）
通：

名鉄三河線

三井住友銀行

刈谷駅
南口

百五銀行

刈谷駅南口

県道48号線

・刈谷駅北口より徒歩3分
※お車でお越しの場合は、隣の「市営相生駐車場」を
ご利用ください。

バロー刈谷店

Webお申込み
WEBでの
お申し込みはこちらへ

ご案内のタイミングによってはセミナー情報が掲載されていない場合がございます。
その際はFAXにてお申込みください。
検索

NJCセミナー

お申込締め切り
2018年1月18日（木）

http://www.njc.co.jp/event/

FAXお申込(お客様ご記入欄)
以下のお客様情報記入欄に必要事項をご記入の上、本紙をそのまま下記番号までＦＡＸ送信していただくか、弊社担当へお渡し願います。
ご記入されました個人情報の取扱いに関しましては、「個人情報の取扱い関するご案内」をご参照ください。
定員オーバーの際には、ご参加をお断りする場合がございますのでご承知の程お願い申し上げます。

チェック（☑）をお入れください

参加

個別訪問希望

資料のみ希望

月

日

時頃

お客様の個人情報について【重要】
別紙の『個人情報の取扱いに関するご案内』をご確認の上、個人情報を利用させていただくことに対する
ご承諾をお願いいたします。尚、ご承諾がいただけない場合は、当社がご提供するサービスを受けられない場合が
ございますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
・取得した個人情報の当社における利用範囲：日本事務器株式会社 営業本部
・個人情報の部店責任者：営業企画部長（連絡先 TEL050-3066-5529）

□承諾する

□承諾しない
年

月

日

承諾者氏名

▼以下項目を全てご記入下さい。※3名様以上お申込の場合は、お手数ですが本申込書をコピーの上でご使用ください。

貴

社

名

ご

住

所

Ｔ

Ｅ

Ｌ

所属・役職
ご 芳

名

メールアドレス

日本事務器株式会社 中部支社
ITソリューション営業部 尾崎宛

Ｆ Ａ Ｘ
所属・役職
ご 芳

名

メールアドレス

FAX.

052-586-1748

S-3421-1.5

個人情報の取り扱いに関するご案内
当社は、ご本人からご提供いただいた個人情報を、当社の事業であるトータルソリューションサービス（コンサルティング／
情報システム開発／情報システムの運用と保守）を行うために、次の利用目的に限定して合理的に必要な範囲で利用します。
尚、当社の個人情報保護方針につきましては、当社ウェブサイト http://www.njc.co.jp/policy をご確認ください。
■

個人情報の利用目的
１．お客様に関する個人情報
a) ビフォアサービス・アフターサービス・催事（セミナー・展示
会・お客様感謝会・教育等）などのご案内
b) 書類・物品などの送付
c) 各種ご請求
d) 情報発信および当社からのご依頼（メールマガジン等の配信・
アンケート調査等の実施）
e) お客様の与信判断
f) お問い合わせに対するご回答
g) 製品・サービスの改良及び改善のため
h) 当社の商品・サービスの運用及び保守のご提供のため
i) コールセンター業務における通話内容確認およびお客様対応の
品質向上
２．お取引先様に関する個人情報
a) 当社との業務上のご案内およびご連絡
b) 書類・物品などの送付
c) 各種ご請求またはお支払
d) お取引先様与信判断
３．お客様またはお取引先様のご依頼によってお預りした個人情報および
その他の情報
a) 機器およびシステムの構築・設定・復旧・保守
b) お預りした機器およびシステムの納品
４．株主様に関する個人情報
a) 株主様、その他の方からのお問い合わせに対する回答
b) その他一般事務のご連絡、お問い合わせ、回答

■

５．当社へお問い合わせいただいた皆様、または催事お申し込みをされた
皆様に関する個人情報
a) 当社事業に関するご案内および連絡先
b) 情報発信および当社からのご依頼（メールマガジン等の配信・
アンケート調査等の実施）
c) 書類・物品などの送社
d) 催事にお申し込みをされた皆様については、催事への参加登録
および登録確認（有料の場合は、そのご請求）
６．採用応募者様に関する個人情報
a) 応募者とのご連絡（書類の送付・選考日時等のご案内・結果の
ご案内等）
b) 採用可否の選考
c) 採用後の雇用管理
７．インターンシップ応募者様に関する個人情用
a) 応募者とのご連絡及び応募者の管理
b) インターンシップ活動における各種情報の提供
８．当社が運営するウェブサイトをご利用する方に関する個人情報
a) ウェブサイトで発生した障害や問題の解決
b) ウェブサイトの改良
c) 個々のご利用する方に向けた当社のサービスやウェブサイトの
カスタマイズの提供
d) 匿名加工情報による統計・分析

業務委託
１．当社は、ご本人に明示した利用目的の範囲で個人情報を取り扱う業務を委託する場合があります。その場合、当社は、委託先との間で個人情報保護を義務付け
る規定、および利用目的を限定する規定を含む委託契約・機密保持契約等を締結するものとします。
２．当社は、個人情報を取り扱う業務を委託する場合は、ご本人に明示した利用目的の遂行のために必要最低限のものに限定します。
３．本項で示した業務委託は、外国にある第三者への業務の委託を含みます。この場合、当社はご本人から事前に承諾を得た上で委託をするか、法令で定める基準
に適合する個人情報保護体制を整備した第三者に限定します。

■

個人情報の共同利用
１．当社は、個人情報を他者と共同利用する場合には、事前にご本人に対して共同利用先を明示し、共同利用先との間で個人情報を適切に管理する旨の契約を締結
します。ただし、特定個人情報は共同利用をしません。
２．本項で示した個人情報の共同利用は、外国にある第三者への個人情報の共同利用を含みます。この場合、当社はご本人から事前に承諾を得た上で共同利用する
か、法令で定める基準に適合する個人情報保護体制を整備した第三者に限定します。

■

その他の第三者に対する個人情報の提供
１．当社は、次の場合を除いて、ご本人の事前の承諾なく、第三者に対して個人情報を提供しません。
a) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、当社が協力する必要があった場合で、ご本人の
同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
b) 国前号の他法令により当社による開示または提供義務が定められているとき。
c) 人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難なとき。
d) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難なとき。
e) ご本人が、第三者が主催するセミナー・カンファレンス・イベント・教育スクールに当社を通じて申し込みされた場合で、当該第三者から情報の提供を
求められたとき。ただし特定個人情報はこれに含まれません。
f) ご本人が当社を通じて、第三者の商品やサービスの購入又は請求をされた場合で、当該第三者から必要な情報提供を求められたとき。ただし特定個人情
報はこれに含まれません。
g) 役員及び株主の公開情報で、あらかじめ、第三者提供などの一定事項をご本人に通知またはご本人が容易に知り得る状態にしているとき。
h) 当社の個人情報の取扱いの全部もしくは一部を委託または合併その他の事由による事業の承継が行われるとき。
２．本項で示したその他の第三者への個人情報の提供は、外国にある第三者への個人情報の提供を含みます。この場合かつ本項１号e)、f)に該当する場合は、当社
は法令で定める基準に適合する個人情報保護体制を整備した第三者に限定します。

■

ウェブサイトでの個人情報の取り扱い
１．当社は、当社ウェブサイトにおいて、Cookie、ウェブビーコンを利用することがあります。当社ウェブサイトを利用する方は、インターネット閲覧ソフト（ブ
ラウザー）の設定でCookieの受取りを拒否することができ、また、そのことにより、ウェブビーコンの利用を制限することができます。ただし、その場合には、
当社のサービスやウェブサイトの機能の一部が使用できないなどの制約が生じることがあります。
２．当社は、当社ウェブサイトにおいて、その利用状況を把握するために、Google Analyticsを利用することがあります。Google Analyticsは、Cookieを利用して、
ウェブサイトへのアクセス情報を個人を特定することなく収集します。アクセス情報の項目、収集方法および利用方法については、Google Analyticsサービス
利用規約およびGoogleプライバシーポリシーによって定められています。Google Analyticsについての詳細は、次のページをご参照ください。
http://www.google.com/analytics （Google Analytics™は、Google Inc.の商標です。）
３. 当社ウェブサイトにおいて、ウェブサイトを利用する方から個人情報をご提供いただく場合は、通信途上における第三者の盗聴等を防止するため、SSL/TLS（S
ecure Sockets Layer / Transport Layer Security）による暗号化またはこれに準ずるセキュリティ技術を使用します。
４．当社ウェブサイトには、当社グループ会社を含む第三者のウェブサイト（以下、「リンクサイト」といいます。）にリンクを張っている場合があります。これ
らのリンクサイトは、それぞれのリンクサイト運営者の責任において管理されており、これらのリンクサイトを利用される際は、それぞれのリンクサイトの使
用条件に従ってご利用下さい。リンクサイトの選定に際しては充分注意を払っておりますが、当社は、リンクサイトでの個人情報の保護およびコンテンツに関
して責任を負うことはできません。

■

個人情報の開示、訂正、追加または削除
当社は、当社が管理する個人情報のうち、ご本人からの個人情報に関する開示、内容の訂正、追加または削除等のご請求は、「個人情報に関するお問い合わせ先」
にある所定の方法でご連絡ください。これらのご請求に対しては、当社の規定に従い、適切に処置させていただきます。

■

個人情報の提供と利用を拒否された場合のご本人への不利益
当社は、当社に対する個人情報のご提供、または当社による個人情報の利用を拒否された場合、当社の商品・サービス等をご提供できない場合があります。

■

個人情報に関するお問い合わせ先
ご提供いただきました個人情報の取り扱いに関するご確認・ご要望・お問い合わせ等につきましては、次の連絡先までお願いいたします。
【お客様・お取引先様・株主様のお問い合わせ先】
日本事務器株式会社 内部統制部
電子メールアドレス：privacy@njc.co.jp
フリーダイヤル：0120-329-201 FAX：03-3372-1450
受付時間：月～金曜日 午前9時～午後5時（土日祝日および当社休日は除く）

