
～ クラウドで時代の先端へ～

2017年10月13日(金) 開催
大手町ファーストスクエアカンファレンス

セミナー：9：30～ 展示：10：00～16：40

お申込み／詳細確認はホームページから
“PCAクラウドフェス”のセミナーを選択してください

pca.jp⇒ご購入の前に⇒ セミナー・相談会 地域：東京・横浜・千葉

3rd PCA クラウドフェス
2017 in Tokyo

クラウドをキーとした、業務改善のヒントとなるセミナーの開催や、
多数の連携製品の展示をご用意させて頂いております。

ご多忙の折とは存じますが、この機会に是非ともご参加頂きますようお願い申し上げます。

参加費無料 事前登録制

【エントリーサイト】



開催予定セミナー ＊セミナー内容は予告なく変更になる場合がございます会場／Room C

3rd PCAクラウドフェス2017 in Tokyo

時間 セミナー概要

9:50～10:50
【働き方改革に”つながる”】
■基調講演 クラウド導入から始める経営力向上

～点ではなくストーリーとして活用する中小企業向け施策～
講師：SKIcom株式会社 中小企業診断士／経営学修士 岩永 武大 氏
今年1月に平成28年度補正予算の目玉として、新たに創出された「IT導入補助金」は、中小企業が
ITツールを導入し、生産性向上を実現し、働き方改革にもつなげてほしいという国の思惑に基づくも
のであり、ITツールは、明らかに『クラウド型』が意識されていました。「働き方改革、生産性向上、
AI、Iot」などの最近のキーワードもすべて、国の施策とつながっています。
平成29年4月より中小企業経営強化税制が始まりましたが、工業会証明書があれば税制優遇が受け

られるわけではなく、企業側も「経営力向上計画」の策定が必要となります。

本セミナーでは、クラウド型システムを導入することで得られる「利益創出」効果と、最新の中小企
業向け施策を、点ではなく、ストーリーとして活用する方法について解説します。

11:10～12:10
【時代の先端に”つなげる”】
RPAと言えば！Windows操作ロボット『WinActor』のご紹介
講師：株式会社NTTデータ

RPA（ロボティクス プロセス オートメーション）とはルールエンジン・機械学習・人口知能な
どを活用し、ホワイトカラー業務を効率化・自動化する仕組みです。
業務を人間に代わりオペレーションができるツールを使って、作業の自動化で働き方環境の改善を

事例を交えてご紹介いたします。

13:00～14:00
【時代の先端に”つなげる”】
■基調講演
今話題のクラウドファンディングとは？

講師：板越ジョージ 氏
株式会社クラウドファンディング総合研究所 所長
Global Labo NewYork President
中央大学 客員研究員／日本ベンチャービジネス支援センター 代表
世の中は、あなたの夢やアイディアを待っている。

学生から主婦、シングルマザー、ビジネスマン、リタイヤ組まで夢を叶えている人が続出中！
ニューヨーク在住、「クラウドファンディング研究」の第一人者が日本人のためのクラウドファン
ディングを分かりやすくご紹介します。

14:15～15:30
【働き方改革に”つながる”】
◇◆戦後最大級の労働法改正を乗り切るための最後の手段！◆◇
“働き方改革”を実現する「あしたの人事評価」
講師：株式会社あしたのチーム
政府による「働き方改革」への取り組みが本格化し、”戦後最大級”ともいわれる労働制度改革が

着々と進んでいます。2017年度より、成果型賃金を導入した企業を対象とする「人事評価改善等助
成金」も開始されることになりました。
そこで、待ったなしで進む「働き方改革」に関する最新情報とその対応策について一気に学べるセ

ミナーを開催いたします！

15:45～16:45
【時代の先端に”つなげる”】
■基調講演 前回好評につき、第3弾。レキサス様講演！！
先端技術はこう取り込め！“経営”の本質を高めるシステム構築術
～ベンダー都合のバズワードに飲まれない３つの方法～

講師：株式会社レキサス エバンジェリスト 事業推進部 常盤木 龍治 氏
Fintech、AI、RPA・・・目まぐるしく進歩を遂げるテクノロジーの潮流の中で、先端技術をどの

ように活用していくか。

経営の本質高めるシステム構築のポイントをエバンジェリスト（伝道師）がわかりやすく解説します。



開催予定セミナー ＊セミナー内容は予告なく変更になる場合がございます会場／Room D

時間 セミナー概要

9:30～10:15
【働き方改革に”つながる”】 講師：アンテナハウス株式会社
電子帳簿保存法の改正は経理業務を軽減出来るのか？ スマホを利用した証憑書類
電子化と会計連携ソリューションセミナー
平成27年、28年の電子帳簿保存法要件緩和により、同法の活用による経理業務の軽減が現実的な

ものとなってきました。規制緩和後のスキャナ保存要件の内容のご案内とともに、スマホを利用した
領収書精算～電子化証憑参照のデモをご紹介いたします。

10:30～11:15
【働き方改革に”つながる”】 講師：株式会社エイトレッド
ワークフローシステムではじめる働き方改革セミナー

～会社全体の効率化と従業員満足度向上を実現～
紙の申請書に押しているハンコ。そんな今までの紙申請書を電子化することで、業務手続きのあら

ゆる無駄・負担を軽減します。各種申請・稟議などの組織として必要な業務がスムーズかつスピード
を持って対応できるようにするツール。それがワークフローシステムです。
本セミナーでは、ワークフローシステム『X-point Cloud』により書類を電子化することのさまざ

まなメリットのご紹介と、書類の電子化によって働き方改革を実現した事例、『X-point Cloud』と
『PCAクラウド』の連携事例をご紹介いたします。

11:30～12:15
【働き方改革に”つながる”】 講師：株式会社コラボスタイル
”これも働き方改革” いまExcelで作成している見積業務を無理なく改善してみる
お話し
見積作成はいまでもExcel、、、大企業でさえもよく聞く見積り事情。

そこでExcel方眼紙を利用した現実解や、営業セクションやバックオフィス系の課題に向き合ったお
話しをいたします。Excel運用の見積業務を、「思い通りの見積業務システム」に早変わりさせるヒ
ントがここに。

13:00～13:45
【働き方改革に”つながる”】 講師：HuRAid株式会社
HRテクノロジーで、退職を防ぐ！
～勤怠データを活用した従業員の退職事前予知システム『HuRAid勤怠分析』の
ご紹介～
優秀な人材が退職することは、本来なら損失であるべきですが、このコストは会計上の数字には現

れません。人材が退職する際のコスト=「退職コスト」は、１人当たり数百万円を越え、企業の成長
を脅かします。
退職率を下げるために何をしたらいいのか？HuRAid勤怠分析をを導入した企業は何をしているの
か？具体的な活用事例と一緒にご紹介いたします。

14:00～14:45
【働き方改革に”つながる”】 講師：OrangeOne株式会社
予算管理クラウド導入事例紹介セミナー システム採用担当者が語る！予算管理ク
ラウド『Adaptive Insights』導入の経緯や効果のご紹介
多くの企業は予実をエクセルで管理しています。そしてエクセルでは予実を管理しきれない、限界に来てい

ると感じている担当者も大勢いるはずです。そんな担当者の悩みを一気に解決するのが予算管理クラウド
『Adaptive Insights』です。

今回のセミナーでは実際に利用いただいている企業のシステム担当者様より、抱えていた課題・採用に至っ
た経緯・採用後の効果・今後の展望などをお話ししただき、『Adaptive Insights』の導入効果を体感いただきま
す。

15:00～15:45
【働き方改革に”つながる”】 講師：サイボウズ株式会社／ピー・シー・エー株式会社

サイボウズ×PCA パネルディスカッション
～経理担当者が語る働き方改革の課題と取り組み～
グループウェアのサイボウズ、会計ソフトのピー・シー・エー、それぞれの経理担当者が抱えてい

る働き方改革の課題を提示し、 自社のクラウドサービスや他システムとの連携サービスをどのよう
に活用し、 改善に取り組んでいるかをご紹介します。

16:00～16:45
【働き方改革に”つながる”】 講師：株式会社ジョイゾー
kintoneとチャットをボットで連携 、kintoneで実現する働き方改革と定額制SI
の有効活用のご紹介セミナー
最近注目を浴びてきているビジネスチャット。

ジョイゾーが実現したビジネスチャットとkintone連携のソリューションをご紹介し、どのような働
き方が実現できるのかをご紹介いたします。
また、中小企業のお客様のシステム導入の成功につながるkintoneを活用した定額制SIのポイント

をご紹介いたします。



お問合せ

ピー・シー・エー 株式会社 パートナー＆広域事業部 担当：梶塚・佐久間

〒102-8171 東京都千代田区富士見1-2-21 PCAビル

TEL 03-5211-2700 FAX 03-5211-2745

会場案内

大手町ファーストスクエアカンファレンス
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア
イーストタワー2F
『大手町駅』C8/C11/C21出口から直結
JR『東京駅』丸の内口北口 出口から徒歩4分

展示製品一覧 ＊展示内容は予告なく変更になる場合がございます

kintone（キントーン）
サイボウズ株式会社

ビジネスアプリ作成ツール

Focus U 顧客管理
キャップクラウド株式会社

顧客管理

K-Apps 旅費交通費精算 with 乗換
案内Biz
株式会社アウトソーシングテクノロジー

経費精算

kintone x チャット連携
株式会社ジョイゾー

帳票配信ｿﾘｭｰｼｮﾝ「@Tovas」
手書き入力ｿﾘｭｰｼｮﾝ「CamiApp S」
コクヨ株式会社

使えるくらうどDBforSFA
アサクラソフト

SFA

AdaptiveInsights（アダプティブ
インサイツ）
OrangeOne株式会社

予算管理

継続請求管理ロボット
「請求管理ロボ」
株式会社ROBOT PAYMENT

MakeShop（メイクショップ）
GMOメイクショップ株式会社

ECサイト構築

EX-TRADE
コデックス
クラウド型貿易・販売管理システム

Web Logi for 商魂・商管
日本アクセス株式会社

Web-EDI・在庫管理ソリューション

労務ステーション
株式会社エフアンドエム

給与・人事ソリューション

『Sui』
株式会社マインドレイ

タブレット伝票自動作成システム

スマレジ
株式会社スマレジ

POSレジ

タレントパレット
株式会社プラスアルファ・コンサルティング
タレントマネジメントシステム

ロジザードZERO／ロジザードOCE
ロジザード株式会社

倉庫管理システム

コラボフロー
株式会社コラボスタイル

Webワークフローシステム

ゼッタイ！評価R／コンピテンシーク
ラウド
株式会社あしたのチーム

人事評価クラウドシステム

Convi.BASE(コンビベース)
株式会社ネットレックス

物品管理クラウドサービス

HuRAid勤怠分析
HuRAid株式会社

クラウド型勤怠分析

『X-MAN』
株式会社 CEGB

スマホ経費交通費精算システム

ScanSave-V3 
アンテナハウス株式会社

電子帳簿保存法対応ソフトウェア

V-ONEクラウド
株式会社アール・アンド・エーシー

入金消込・債権管理システム

X-point Cloud 
株式会社エイトレッド

ワークフローシステム

WinActor（ウィンアクター）
株式会社NTTデータ

業務システム向けRPAツール

デリバリーセンター
株式会社インターコム

ワークスタイル変革支援サービス

PCAクラウド
ピー・シー・エー株式会

クラウド型基幹業務システム


