
会社名

来場予定
日　　時

お名前

弊社担当

8日   ・   9日   (　　  時　～　 　時 )

ご住所
電話番号

※ご希望の日に○をつけ、おおよそのご来場時間をご記入ください。

〒 営   業   部
サービス部
システム部

展示会事前来場予約登録用紙 0745-23-7300FAX
下記登録用紙にご記入の上、FAXもしくは担当者にお渡しください。

参加希望
セミナー ※上記のセミナーA～Gよりお選びください。複数選択可能。

プリント
サービス チラシ印刷 ※当日受付のみとなります。  PDF データをご持参下さい。

※ご来場の際は、お名刺をご持参下さい。

ポスター印刷

奈良県を、 盛り上げたい。
奈良県に惹かれて、 奈良で働く

奈良に惹かれて、奈良で働くの流れを作る。

連携 AR( 拡張現実 ) アプリ「COCOAR2( ココアル 2)」

をダウンロードすることで、現実に情報をプラスし

て、「驚きを与えたり、より伝わり易くなったり」を

実現します。

新しい求人検索を体験してください。地元志向の学

生を採用したいとお考えの企業様必見！

奈良県の企業に特化した就活ポータルサイト「なら就活ナビ」。

平成27年度「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」採択事業

詳しくは 「奈良OA」 ブースへ

narashu.com

なら就活ナビ 検索

500枚 無料プリントサービス

前回大好評！今年も実施します！！
※１社様につき１原稿500枚 (A4サイズ・片面のみ )とさせていただきます。

単色カラー 2色または または

展示会ご来場の方限定 !!

A4サイズ プリント
サービス

当日受付のみとなります。当日はPDFデータをご持参下さい。
プリントサービス物は当日または後日担当者がお持ちします。

!!

大判プリントサービス
ポスター印刷

お試し 無料プリント
EPSON
当日受付のみとなります。当日はPDFデータをご持参下さい。
※プリントサービス物は当日または後日お渡しいたします。
※１人様１枚とさせていただきます。 　　　※印刷サイズはA1サイズまで
※用紙はマット紙での印刷となります。※データの種類によっては出力できない場合があります。

!!

展示会ご来場の方限定 !!

書家 もーちゃん
世界で活躍する書家もーちゃんの世界で活躍する書家もーちゃんの をゲットしよう!!をゲットしよう!!メッセージ入りグラスメッセージ入りグラス

ガラス彫刻工房 ONO

特別企画 もーちゃんの色紙受付の
中から抽選でもらえる !!

2018年 2月8日(木)・9日(金)

2018年 2月8日(木)・9日(金)

奈良でご活躍の企業様
飲食・屋台
協力企業出展多数 !!

奈良でご活躍の企業様
飲食・屋台
協力企業出展多数 !!

〒635-0015　奈良県大和高田市幸町2番33号

日時：2018年2月 8日 (木 )10：00～20：00(受付終了 19:30)

無料駐車場完備

 

 

 
 

 

 

 

各メーカー
34ブース
展示 !!

セミナー
無料開催

会場：奈良県産業会館　大ホール・展示ホール・３階会議室　他

展示会に関するお問い合わせは

大ホール・展示ホール・３階会議室　他

大ホール・展示ホール・３階会議室　他

大ホール・展示ホール・３階会議室  他

大ホール・展示ホール・３階会議室  他奈良県産業会館
奈良県産業会館
奈良県産業会館
奈良県産業会館

2月 9日 (金 )  9：30～18：00(受付終了 17:30)

会場会場

各メーカー
34ブース
展示 !!

セミナー
無料開催

奈良県内の企業及びお住まいの方々に
笑顔と元気をお届けします
奈良県内の企業及びお住まいの方々に
笑顔と元気をお届けします

もらってうれしい！今話題の最新機器など豪華賞品が
当たるガラガラ抽選会に参加いただけます !!

当日展示会にてご成約いただけました
お客様には、豪華プレゼントをご用意して
おります !! ぜひご検討ください !!

当日ご来場いただいたお客様全員に
日頃の感謝を込めてステキなノベルティを

ガラガラ抽選会
豪華賞品が当たる!!

年賀状持参特典 来場記念品

新商品やお得な情報をゲットできるチャンス！
この機会にぜひ展示会にお越しください！！

ご来場時に、弊社からの年賀状をご持参・ご掲示
頂くと、当日、飲食・屋台ブースでお使い頂ける金券を

もれなくプレゼント !! もれなくプレゼント!!

当日ご成約特典
※画像はイメージです。実際の商品とは
異なる場合があります。予めご了承ください。

？

豪華賞品をプレゼント!!



日本サッカー界の
レジェンド 釜本釜本 邦茂邦茂 氏が語る !

株式会社釜本企画　代表取締役 釜本 邦茂　氏
早稲田大学2年で東京オリンピックに出場、卒業後ヤンマーディーゼルに入社。日本リーグ及び日本代表チームで数々の大記録を残し、1968年のメキシコ
オリンピックでは得点王に輝き日本チームの銅メダル獲得に大きく貢献した。また、国際Aマッチ得点率0.98は王様ペレをもしのぐ世界歴代一位である。
現役引退後はヤンマーディーゼル、ガンバ大阪で監督を歴任、今日まで全国各地で50万人を超える子供たちを指導している。
その中には、中田英寿、中村俊輔、川口、宮本、稲本、大黒など数多くの子供たちが後に日本代表選手へと成長している。

人事労務管理セミナー人事労務管理セミナー
職場におけるチームワークとリーダーシップ ～熱いハートを燃やせ～

書家もーちゃん色紙プレゼント

奈良県生まれ。2005 年より活動を開始し、人柄が滲み出るよ
うな、温かでいて力強い作品が人気を博し、関西の百貨店、ショッ
ピングモールを中心に活動し、現在では年間約 300 日のイベン
トを行っている。2014 年からはニューヨーク、上海、ベルリン、
イスタンブールと、海外出店にも精力的に参加。今、最も目が
離せない、奈良産のアーティスト。

抽選で１日１名様に、希望の文字が書かれた、大型キャンバスをプレゼント！
※両日とも 12:00 までに希望する文字を記入の上、抽選 BOXに抽選券を投函ください。
抽選は 12:30 から行います。

大筆書きパフォーマンス
　　　大型キャンバスプレゼント

パフォーマンス時間
両日 13:00 ～

抽選で
１日１名様に
プレゼント !!

書家
もーちゃん

さらに!!
大筆書きパフォーマンス
　　　大型キャンバスプレゼントさらに!!

無料セミナー！ 要予約。空きがあれば当日参加可能です。
お１人で複数のセミナーに参加いただくことも可能です。
※ただし席に限りがありますのでお早めにご来場ください。

2月8日(木 )
※内容・時間については変更になる可能性があります。

2月9日(金 )

A 部下育成教育セミナー
ダメな部下と嘆いている上司はダメ上司

株式会社BC&M
 代表取締役会長　諸富 誠治

部下育成のために上司としてやらなければいけないことを心理学を活用して解説いたします。企業の成長は社員の成長ととも
にあることを自覚していただくために、人材育成の方法や重要性などを色々な事例を交えながら分かりやすくお話いたします。
上司として部下の成長を促し、指導する事が部下の自律を促します。是非、ご参加下さい。

B 人事労務管理セミナー
職場におけるチームワークとリーダーシップ　～熱いハートを燃やせ～

株式会社釜本企画
 代表取締役社長　釜本 邦茂

効率的に仕事を進めていくうえで、「チームワーク」が重要であることは誰もが知っています。では、自分がそのチームリーダーとして
成果を上げていくためにはどうすればよいのか、これは誰もが直面する課題ではないでしょうか。今回は、組織におけるチームワーク
の重要性を理解して、「集団の力を最大限に発揮する」ための方策をお話致します。組織力の向上や周囲との「良好なコミュニケーション」
の取り方は、ビジネスにも共有するものであります。このセミナーを皆様方の業務遂行の一助としていただきたく、ご案内致します。

C 医療介護施設において
海外人材受け入れを成功させる秘訣とは！
介護施設・病院等で外国人介護スタッフを採用し、育成するノウハウをお伝えします。

D
NDソフトウェア株式会社　
　一般社団法人C.C.Net チーフアドバイザー
　横浜みなと介護福祉事業協同組合 事務局長 　　馬場　博

大改革と言われる２０１８年診療・介護報酬同時改定が目前となり、介護給付費分科会では大詰めの議論が急ピッチで進められています。そこで本セミナーでは、介護事業
者での実践経験を活かし、全国各地で介護経営サポート活動を活発に行っている、馬場 博氏 ( 一般社団法人C.C.Net チーフアドバイザー・横浜みなと介護福祉事業協同組
合 事務局長 )に、来年 4月施行の２０１８年介護報酬改定の全貌・引き起こされるパラダイムチェンジ、そこに向けて求められる経営改革について解説いただきます。

E
IoT、Fintech( ブロックチェーン）、AI、ビックデータ、サイバーセキュリティー、労働人口の減少、etc・・・。
世の中の価値観がひっくり返る 5年間の到来。未来を見据えて今企業が取り組むべき事と継続的に成果を挙げ続ける企業の取り組み事
例をご紹介します。

オフィス・ワークスタイル改革セミナー
東京オリンピック（2020年）以降、世の中はどうなる？？　etc

F
SMFLキャピタル株式会社
 マーケティング本部  カスタマーグロース推進部
                        マネージャー　蛭田 瑠理

チームによる問題解決手法は、組織や現場が抱える課題を短期的に解決するためのツールです。チームを構成し、問題把握・原因分析・アクションプラン立案までのプロセ
スを、演習を通じて学んでいただけます。

チームによる問題解決手法セッション
実演を通じて学ぶ、チームによる問題解決手法　【定員：24名】

G
株式会社OAGビジコム
  人事労務コンサルタント
 　   多田 洋一郎

取り残される? !今から取組む『働き方改革』セミナー
働き方改革の時代に向けた労務管理の重要ポイント
昨今、長時間労働による従業員の過労問題が社会的に叫ばれています。政府も働き方改革と題して、罰則による時間外労働の上限規制を検討するなど
企業の長時間労働対策に乗り出しています。企業としては、長時間労働の抑止を図ることで政府が推進する働き方改革と従業員の過労問題の防止に取
り組んでいかなければなりません。本セミナーでは、長時間労働の抑止に向けた労務管理の重要ポイントをご紹介します。

一般財団法人ヘルスケア
人材教育委員会　杉田 珠希

株式会社船井総合研究所
 シニアコンサルタント　那須 慎二

10：30
～12：00

13：30
～14：30

15：00
～16：30

17：00
～18：30

2018 年度
診療・介護報酬同時法改正セミナー
「2018医療介護同時改定が引き起こすパラダイムチェンジと経営改革」

10：00
～11：30

13：00
～16：30

15：00
～16：30

(順不同)奈良でご活躍の参加企業様
オランジェ株式会社 たっくんのバームクーヘン屋さん 株式会社ヒロ・コーポレーション

ハラダ株式会社 吉岡印刷株式会社 有限会社うな源 奈良ダイハツ株式会社

サンプーペー たこ美優 飛鳥おもいで堂

株式会社ヤマト 村島硝子商事株式会社 NPO法人奈良クラブ

できたてスイーツ バームクーヘン 携帯電話・タブレット及び
スマホアクセサリー

靴下つめつめ
（500円詰め放題）

印刷物、web、映像制作を軸にした企業
プロモーション、プランディング、
リクルートのお手伝い

うな丼 車の展示（試乗あり）

パスタ  蒸しガキ
骨つきフランク

たこやき・たこせん オリジナルグッズ他

マッサージ関連器具 オフィス向け二重サッシ、耐熱ガラス
日除けの商品提案 サッカー関連、グッズ販売

織田畳店
畳製オリジナル
ブランド小物

キャベツ焼き
いか焼き

カレーバケット
ドリンク

天然酵母
アルペンローゼのパン
コーンポタージュ

焼き処

奈良鹿ないカレー

いち屋

ピッツアロトロ 焼き立てピザ

株式会社日之出商会 株式会社C's
（ガラス彫刻工房ONO）

Brushworks
書家もーちゃん

手書き彫刻、写真彫刻を中心とした
オーダーメイドのガラス彫刻 色紙書下ろし

自動車部品、カーアクセサリー、
自動車整備機械工具

焼栗　華
焼栗
（1袋500円・1,000円）




