
参加 
無料 

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：０７２－４６４－７７７３ 

②ＷＥＢサイトでのお申し込み 

下記ＵＲＬよりお申し込みください。 

https://www.a-sk.co.jp/seminar/askidsforum2017 

大阪産業創造館 
     ５階 研修室Ａ・B 

〒541-0053 大阪市中央区本町 1-4-5  
  TEL 06-6264-9800 

◎アクセス 
・地下鉄 中央線 堺筋本町駅  
   1号出口 徒歩５分 
・地下鉄堺筋線 堺筋本町駅  
   1２号出口 徒歩５分 

※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 ２９ 年 ７ 月 １８ 日 （ 火 ） 

１３：００～１６：５０ 終了予定（12時45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 田林 
宛てにメールをお送り下さい。 

askidsforum@a-sk.co.jp 

『BCPを活用した事業・人材・ 
          ICT戦略の在り方』 

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、建設業専門の経営コンサルタント講師による基調講演とお客様による活用事例紹介、全てのお客様が必須となった
セキュリティ対策、弊社建設工事業向けソリューションの新機能リリース予定等のご紹介を企画しました。 
 貴社の経営戦略における“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。 
 
 



第１部 基調講演（１３：１０～１４：３０） 

BCPを活用した事業・人材・ICT戦略の在り方 

建設業におけるBCP（事業継続計画）は自社の事業継続だけでなく、居住
空間・インフラの安全性確保や得意先企業等の事業継続性確保など重要な
役割を担います。そのためBCPは将来ビジョンを考える際に欠かせない要素で
あり、BCP策定に取り組む際には事業戦略だけでなく人材育成・ICT分野な
ども視野に入れながら進めていく必要があります。本セミナーではBCPの概要、
計画の策定方法だけでなくビジョン、人材育成、ICTの高度化などの視野から
もその重要性を解説していきます 

講師：安田コンサルティング  代表 安田  勝也 様 

第３部 事例紹介セミナー（１５：２０～１５：５０） 

第４部 製品紹介セミナー（１６：００～１６：３０） 

■ガリバーシリーズを初めてご覧になる来

場者様 

 建設・工事業様向けERPソリューション    

         「ガリバーシリーズ」概要ご紹介 

運用コストの削減を図る基幹システムの再構築 

講師 ： 株式会社松村組  経営管理部次長   
        総務・情報システムグループ担当  澤  正一  様 

≪企業プロフィール≫ 
会社名/株式会社松村組 
代表者/川本 宏祐  
資本金/50,000万円 
創 業/明治27年10月 
所在地/(本社) 
 東京都千代田区三番町 
主要工事/建築工事・ 
       土木工事・ 
       太陽光発電 
       工事 

Ｐｒｏｇｒａｍ 

≪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） 

第５部 助成金活用セミナー（１６：３５～１６：５０） 

■ガリバーシリーズを現在、ご使用頂いて

いる来場者様 

 データセンターを活用した「ガリバーシリーズ」 

 クラウド対応・バージョンアップご紹介 

『人材開発支援助成金』のご紹介 

第２部 セキュリティ対策セミナー（１４：４５～１５：１５） 

『ガリバー・プロステージ』を導入した経緯、導入後の効果、今後の課題、
全国にある拠点間のネットワーク等・・・実際の運用事例を実画面でのデモ
ンストレーションを交えて紹介します。 

今からでも間に合う【改正】個人情報保護法対策 

講師 ： クオリティソフト株式会社  情報セキュリティ研究所  竹中  智彦 様 

5月30日に施行された改正個人情報への対策はお済みですか？ 
今回の改正は【全企業対応必須】。顧客情報や見積り情報等、建設
現場への持ち込みPCの管理はできていますか？ 
罰則も厳しくなった改正個人情報保護法の対策ポイントをお教えします。 

≪企業プロフィール≫ 
PC、スマートデバイスを中心としたエンドポイント
のセキュリティ対策の提供を通じ、社会への貢
献を目指しております。クラウド型クライアント管
理の「ISM CloudOne」は、サービススタート
以来お客様の信頼により48000社の導入実
績がございます。今後もお客様と対話しながら、
ニーズにあった製品やサービスを常に提供、ご提
案して参ります。 

労働者の人材育成を効果的に促進するため、職業訓練等の実施を 
行う事業主に研修にかかる経費を助成する制度です。 
『ガリバーシリーズ』の導入でどのように活用できるのか利用事例を 
交えわかりやすくご説明いたします 

人材開発支援助成金
は、毎年最大500万
円を受給できます。助
成金は、国が企業に支
給する返済不要のお
金です！この機会にぜ
ひ助成金の活用をご検
討下さい。 

14:30～1４:45 休憩（15分） ～各展示ブースにて情報交換をどうぞ～ 



展示ブース 

■新ソリューションご紹介（あさかわシステムズ株式会社） 

情報漏えいを未然に防ぎたい、標的型攻撃/ランサムウェアの被害を防ぎたい、

PCやスマートフォンなど一元管理したい。 

このような対策に役立つソリューションをご紹介。 

■セキュリティソフト（クオリティソフト株式会社） 

エンドポイントセキュリティ管理ツール 

■積算・見積ソフト、施工検査支援ツール（協栄産業株式会社） 

出荷本数10,000本以上の実績を誇る建築積算・見積システム。 

ＢＩＭにも対応した業界初の３Ｄ積算システムをご紹介。 

 

タブレットを利用した仕上チェック支援ツールは、煩雑な複数業者への手直し指示

書がボタン一つで楽々作成(PDF出力)。 

建築数量積算システム 

■ワークフローシステム（パナソニック ネットソリューションズ株式会社） 

『ガリバーシリーズ』とシームレスに連携可能な機能充実したワークフローシステムをご

紹介。 

勤怠管理・経費精算にも対応しており、貴社の「働き方改革」をお手伝いさせて頂

きます。 

弊社より新リリースしましたソリューションをご紹介。 

属人的な人事評価の改善を促す人事考課システム『HITO-PRO』やペーパーレ

スの給与明細書Web閲覧サービス『＠おどろき！Web』等、企業のお悩みを解決

します。 



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、『ガリバーシリーズ』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：０７２－４６４－７７７３ 

※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 田林  Email：askidsforum@a-sk.co.jp 

〒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      TEL：072-464-7831 

※個別相談会につきましては、お時間が重複した際、ご調整させていただく場合がございます。ご了承ください。  

 【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・経営戦略セミナー 
ASKIDS Forum 2017 in 大阪 

１３：１０～１４：３０ □ 【第１部】 基調講演                              ： 安田コンサルティング様 

１４：４５～１５：１５ □ 【第２部】 セキュリティ対策セミナー                   ： クオリティソフト株式会社様 

１５：２０～１５：５０ □ 【第３部】 事例紹介セミナー                     ： 株式会社松村組様 

１６：００～１６：３０ □ 【第４部】 製品紹介セミナー                     ： あさかわシステムズ株式会社 

１６：３５～１６：５０ □ 【第５部】 助成金活用セミナー                    ： あさかわシステムズ株式会社 

参加申込書 


