
参加
無料

ご挨拶
貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、この度、基調講演として建設業専門の経営コンサルタント講師による講演とお客様による
事例セミナー、弊社建設工事業向けソリューション及びセキュリティ管理ツールのご紹介を企画しました。
貴社の働き方改革における“次の一手”にこのフォーラムが必ずやお役立て頂けるものと確信しております。
ご多用中とは存じますが、是非ともこの機会にご来場いただきますよう謹んでご案内申し上げます。

あさかわシステムズ株式会社 代表取締役社長 三宅 安幸

①ＦＡＸでのお申込み

別紙、参加申込書に必要事項をご記入の上
下記番号へＦＡＸにてお申し込みください。

ＦＡＸ：０３－５７６７－５３３１

東京国際フォーラム
ガラス棟 G701会議室

有楽町駅より徒歩1分

東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
TEL 03-5221-9000

※本内容は予告無く変更する場合がございます。ご了承ください。

平成３０ 年７ 月１１ 日 （水 ）

１３：３０～１６：５０ 終了予定（13時受付開始）

日時

会場

申し込み方法

③E-メールでのお申込み

ASKIDS Forum事務局
高岡・五十嵐・正木・穴澤宛てにメールをお送り下さい。

askidsforum@a-sk.co.jp

『働き方改革を進める前に

知っておきたい３つのポイント』

②ＷＥＢサイトでのお申込み

下記ＵＲＬよりお申し込みください。

https://www.a-sk.co.jp/seminar/askidsforum2018/tokyo

https://www.t-i-forum.co.jp

Googleﾏｯﾌﾟ



ASKIDS Forum 事務局 高岡・五十嵐・正木・穴澤

Email : askidsforum@a-sk.co.jp
〒143-0016東京都大田区大森北1-11-1 柳原大森ビル
TEL : 03-6812-8051

第１部 基調セミナー（１３：４０～１５：００）

働き方改革を進める前に知っておきたい３つのポイント

建設業界では人材不足が深刻な問題になっています。
採用活動では応募も少なく、折角入社してもすぐに辞めてしま
う。社内では高齢化が進み将来のための技術承継もなかなか進
みません。「働き方改革」といっても建設業特有の事情が邪魔
をしてなかなか進めることができない企業が多く存在します。
そうした実情を踏まえて、建設業に特化した「働き方改革」の
進め方を考えなくてはなりません。大切なことは「人が集まる
組織作り」を先に行わなければ「働き方改革」は成功しないと
いうことです。限られた人材の能力を最大限に引き出し社内を
活性化するために必要なことが３つあります。
セミナーではその３つのポイントを中心にお伝えし、これから
の時代を乗り切る建設業の経営戦略について考えていきます。

【開発元】【販売店】

第３部 紹介セミナー（１５：５５～１６：３０）

工事業向け基幹業務システム『ガリバー』紹介

・『ガリバー』の働き方改革、その他ソリューション紹介

≪ガリバー≫
・期末利益予想機能
・ｴｸｾﾙ出力機能
・ｸﾗｳﾄﾞ対応
・進行基準対応
・CI-NET連携
・Win10対応

Ｐｒｏｇｒａｍ

第２部 事例セミナー（１５：１５～１５：４５）

15:00～15:15 休憩（15分） ～各展示ブースにて情報交換をどうぞ～

15:45～15:55 休憩（10分） ～各展示ブースにて情報交換をどうぞ～

業務をシステムに合わせることで３つの効果

①ノンカスタマイズによる費用削減
②全社業務の標準化
③社員の意識向上

≪企業プロフィール≫
会社名/中電工業株式会社

代表者／吉冨 哲雄
資本金／７,７００万円

設 立／昭和２７年９月

所在地／（本店）
広島市南区出汐二丁目

株 主／中国電力株式会社
主要工事／建築・塗装・住宅リフォーム

第４部 紹介セミナー（１６：３０～１６：５０）

工事現場をセキュアに！本社から行うべきセキュリティ対策！
社内にいることが少ない上に、支店・営業所といった固定の拠点ではなく、
工事現場に持ち出すPCやスマートデバイスをセキュアに管理する方法を教えます！

≪企業プロフィール≫
会社名/クオリティソフト株式会社
設 立／昭和５９年２月
所在地／（東京本部）
千代田区麹町3-3-4 KDX麹町ﾋﾞﾙ6F

『ガリバー』を導入した経緯、導入後の効果、今後の課題など講演頂きます。

講師：安田コンサルティング 代表 安田 勝也 様

講師：中電工業株式会社 総務企画部 課長 友川 哲也 様

講師：クオリティソフト株式会社 本社営業部 小山 裕輔 様

講師：あさかわシステムズ株式会社 東京開発部 課長 片桐 修平

≪プロフィール≫
建設業大好きコンサルタント、
中小企業診断士、
行政書士、
１級建設業経理事務士、
システムアナリスト、
テクニカルエンジニア
（ネットワーク、
データベース）

mailto:askidsforum@a-sk.co.jp


積算 (ＲＣ、仕上 )、見積作成 全国で1,000社を超える導入実績！

ＲＣ数量積算システム

● 伏図データから自動で３次元(3Ｄモード搭載)に展開！(目視で拾いの確認・修正が可能です)

● セットバックやデッキ、壁式構造にも対応、鉄筋の定尺集計も可能。

● 根切図の自動作図機能で土工事の数量もすぐに算出できます。

仕上数量積算システム

● PDFやCADデータを取込み、面積・長さを簡単に計測が可能。

● 部屋で拾った材料は部位別(一次集計)、科目別(二次集計)に自動集計。

● 新築はもちろん、改修工事や概算にも利用できます。

見積書作成システム

● Excel感覚の操作性はもちろん、ドラッグ&ドロップでの行移動も行えます。

● Excelとの柔軟な互換性を実現、コピー貼付けや、計算式付きのデータ出力も可能。

● 自動値入機能や見積依頼（下見積機能）・比較機能により値入作業の効率化を実現。

ＢＩＭ対応

3Dモード/RC

PDFを利用し簡単計測/仕上

展示ブース

URL http://www.kyoei.co.jp/fks

建築積算・見積

「日報365」は、作業員手配から工数集計・出面集計までを一元管理
する、建設業の専門工事業者向けクラウド型システムです。パソコン
やスマホ（スマートフォン）からインターネットにアクセスするだけで利
用できるので、サーバ構築などの初期導入費用は不要。シンプルな
操作性なので、現場の職長も簡単に出面を入力することができます。
これまで紙ベースだった情報を「日報365」で一元管理することで、
日々の作業員手配、元請会社への請求や協力会社への支払業務を
効率化します。

「作業員」や「現場」のアイコンをドラッグ＆
ドロップで並べて簡単に手配することがで
きます。追加で手配したい「作業員」は名
前や所属会社で簡単検索。手配書を印刷
することもできます。

当日に手配されている「現場」と「作業員」が職
長のスマホやケータイへ自動的にセットされま
す。あとは作業内容、出面の時間、使用機器
などを順番にプルダウンで選択していくだけ。

元請会社への請求に必要な「工数集計表」や、
社員の給与計算や協力会社への支払いに必
要な「出面集計表」が簡単に出力できます。金
額まで自動計算されるので請求・支払業務が
簡単になります。

URL http://www.oakis.co.jp/np365/



エンドポイントセキュリティ管理ツール クオリティソフト株式会社
URL https://www.qualitysoft.com/
URL https://ismcloudone.com/

展示ブース

パナソニック ネットソリューションズ株式会社

URL http://pnets.panasonic.co.jp/

ガリバーシリーズ対応ワークフローシステム

MAJOR FLOW Zは、経費精算、稟議決裁、各種届出など、多彩な業務プロセスを効率化する「ビジネスリフォーム機能」が
充実したワークフローシステム。汎用ワークフローはガリバーシリーズとの連携で受注工事登録や実行予算登録などの多段
階承認を実現。経費精算システムもガリバーシリーズと連携でき、煩雑な仕訳の入力に伴う手間や入力ミスを削減、申請者
や経理担当者を効率化して働き方改革をサポート。豊富なビジネスリフォーム機能であらゆる決裁の悩みを解決します。

▼ガリバーシリーズとの連携イメージ（多段階承認）
充実のラインナップで簡単拡張！ 使い慣れたグループウェアと連携！

安心のPanasonicブランド経費精算は乗換案内やICカードと連携！



ご出席

□ 参加できないが資料が欲しい（セミナー名︓ ）
□ 当日の説明を後日希望（注︓後日ご説明できるのは、『第3部』『第4部』の紹介のみ）

※ご希望されるセミナーの□にチェックいただくか、または（ ）内に当てはまる内容をご記入ください。

貴社名 ＴＥＬ

ご住所
〒

所属 役職 氏名 E-mail

（ご紹介販売店名︓ ）

ＦＡＸ︓０３－５７６７－５３３１

※当セミナーは、事前登録制とさせていただいております。 定員になり次第、締切となりますのでお早めにお申し込みください。
また、お申し込み状況により中止となる場合がございます。中止となる場合は、事前にご連絡いたします。ご了承ください。

あさかわシステムズ株式会社 ASKIDS Forum 事務局 ⾼岡・五⼗嵐・正⽊・⽳澤 Email︓askidsforum@a-sk.co.jp

〒143-0016 東京都⼤⽥区⼤森北１－１１－１ 柳原⼤森ビル TEL︓０３－６８１２－８０５１

【個人情報の取得に関する同意 (セミナー) 】
当社では、個人情報の保護を目的とした管理体制として、個人情報保護マネジメントシステムを策定し、活動しております。その中で、情報を提供される皆様（本人）に対して、情報の利⽤目的、
管理者、提供の有無、情報提供の任意性や権利について確認し、当社への情報提供が皆様の懸念にならないように、以下の同意を得たいと存じますので、宜しくお願い申し上げます。

１．事業者の名称︓あさかわシステムズ株式会社
２．個人情報保護管理責任者︓管理部 東 和範（ヒガシ カズノリ）
３．取得個人情報︓●会社電話番号 ●会社住所 ●所属部署名 ●役職 ●氏名 ●メールアドレス ●紹介販売店名 ●その他本人を特定できる情報
４．利⽤目的︓●セミナー参加者への連絡、通知 ●セミナー当日の出欠確認及び名簿の作成 ●後日の情報提供
５．委託等について︓取得した個人情報の外部委託はありません。
６．個人情報の第三者へ提供︓原則的に第三者に対しセミナー参加者の個人情報を提供することはありません。
７．セミナー参加者・ご本人からの問い合わせについて︓

個人情報の利⽤目的、開⽰、訂正 追加または削除について、迅速確実に対応しますが、利⽤または提供の拒否権についての問い合わせに関しては応じられない場合があります。
８．情報提供の任意性および情報を与えなかった場合に本人に生じる結果︓

情報提供は任意ですが、情報を提供いただけなかった場合、情報の項目によってはセミナーへの参加をお断りすることがございます。
９．個人情報に関するお客様窓口
〒598-0048 ⼤阪府泉佐野市りんくう往来北1番 りんくうゲートタワービル22Ｆ
あさかわシステムズ株式会社 総合管理部 / Tel︓072-464-7831 Fax︓072-464-7773 / E-mail︓info@a-sk.co.jp 
１０．備考
当社では、セミナー参加者の皆様の個人情報につきましては、管理者の管理の元、セミナー参加者の情報として保管いたします。
その他個人情報に関し、ご不明な点がありましたら、上記の窓口までお尋ねください。

以上、個人情報を取得する場合の措置として、上記に同意して頂いた方は、上部“氏名”欄にご署名をお願いします。

建設工事業・働き方改革セミナー
ASKIDS Forum 2018 in 東京

１３：４０～１５：００ □ 【第１部】 基調セミナー ： 安田コンサルティング様

１５：１５～１５：４５ □ 【第２部】 ガリバー導入事例セミナー ： 中電工業株式会社様

１５：５５～１６：３０ □ 【第３部】 ガリバー紹介セミナー ： あさかわシステムズ株式会社

１６：３０～１６：５０ □ 【第４部】 セキュリティ管理ツール紹介セミナー ： クオリティソフト株式会社様

参加申込書


