北海道テレワーク普及推進事業
（本事業は、株式会社パソナが北海道より受託・運営しております。）

参加費

無料

事業者の皆様

テレワークセミナー
体験会・商談会
in 札幌

コロナ禍において、テレワークは感染防止対策として有効であるとともに、新しい働き方としても注目されています。
テレワークを導入したいがやり方が分からない、テレワークを導入したがもっといい方法を見つけたい、という中小企業の
方々に向けて、テレワークについてのセミナー、テレワーク機器・サービスの体験会と商談会を実施いたします。
テレワークは難しいと言われている医療・介護や建設業などの方々もぜひ、ご参加ください。

11/5

（金）10:00～16:00

セミナー
「自社にあったテレワーク導入展開のポイントと行政支援策紹介セミナー
～事業力向上と働き方改革の鍵となる上手なツールの活用とは～」
新型コロナウィルス感染症対策を契機として、テレワーク導入を検討、または実際に開始した企業
も多いことと思いますが、生産性や業務効率、従業員とのコミュニケーションの面で課題を抱える企
業も少なくないようです。本セミナーでは、テレワークをスムーズに導入するための考え方や導入ス
テップ、便利なテレワークツールや、国・自治体のテレワーク支援策など、実践的なノウハウを分かり
やすくお伝えします。
講師：㈱パソナ リンクワークスタイル推進統括 総務省テレワークマネージャー 湯田 健一郎 氏

10：00～11：00

12：00～13：00

14：00～15：00

セミナーは全て同じ内容ですのでご都合の良い時間をご予約ください。
※開催後～12月28日(火)までの期間でオンデマンド配信をいたします。日程にご都合がつかない方も、ぜひお申込みください。

体験会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスを体験いただけます。コンシェルジュが操作方法から便利な使い方まで
サポートいたしますので初心者でも安心です。まずはお試しください。

11：00～16：00

商談会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスについて、事業者と商談ができます。体験会でご興味を持った機器・
サービスがございましたらこの機会にぜひ導入をご検討ください。
出展予定事業者（敬称略）
アートシステム㈱、NECネッツエスアイ㈱、㈱大塚商会、サンワサプライ㈱
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱、ボーダレス・ビジョン㈱

11：00～16：00

【会場】
北海道経済センター Aホール・第2会議室
札幌市中央区北1条西2丁目

JR札幌駅南口より徒歩10分／地下鉄南北線・東西線大通駅より徒歩５分／東豊線大通駅より徒歩２分

<新型コロナウイルス感染症対策について>
発熱症状（目安として37.5℃以上）など、体調がすぐれない場合や呼吸器系疾患の症状がみられる方は来場をお控えください。
また、新型コロナウイルス感染症の状況により、オンラインへの変更やイベント中止の可能性があります。変更の際は速やかにお知らせいたします。

セミナー・体験会の予約受付中です。まずはご連絡ください！
お申込みは裏面よりお願いします。

札幌:お申込み方法
下記<個人情報の取り扱いについて>ご確認いただき同意のうえ、URL からお申込み、または下記必要事項をご記入い
ただき FAX、メールにてお申込みください。

URL ：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3
FAX ：050-3684-0028
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp

貴社名

お電話番号
〒

貴社住所

参加希望
※ ご 参 加 を希望す
るものに〇をつけてく
ださい。

セミナー

10：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

12：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

14：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

オンデマンド配信
※視聴URLをお知らせしますので、ご参加者欄にメールアドレス等ご記入ください。

体験会

（

：

）※来場予定時刻をご記入ください。

ご芳名：
ご参加者１

メールアドレス：
ご芳名：
ご参加者2
メールアドレス：
＜個人情報の取り扱いについて＞
株式会社パソナは、ご提供頂く個人情報を以下のように取り扱います。
1. 利用目的について
ご提供いただいた個人情報は、当社が受託したテレワーク普及推進に係る事業(以下、本事業といいます）に係るセミナーの申込み、受付、本事業への参
加促進のための連絡、本事業に関する資料の送付提供、お寄せいただいたお問合せ・ご意見などの受付・回答・管理、統計データの作成、その他これらに関
連する本事業に係るサービスのために利用します。
2. 第三者提供について
ご提供いただいた個人情報は、本事業の運営に係る報告のため、本事業の委託元ある北海道に、書面又は電子データの送信により提供することがあります。
3. 外部委託について
利用目的の範囲内において、当社が厳正な審査を行い一定の水準に達していることを確認した委託先に対し、ご提供いただいた個人情報を委託する場合
があります。
4. 開示請求、訂正、利用停止等について
保有個人データの利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止については、以下の窓
口にお申出ください。
宛 先 ：テレワーク普及推進事業（株式会社パソナ）担当宛
住 所 ：札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 電話番号：050-3684-0027
5. 個人情報の任意性について
個人情報を提供することは任意ですが、必要な情報を提供いただけない場合、利用目的に記載されたサービスを利用できない場合があることをご了承くださ
い。
6. 個人情報保護管理者
株式会社パソナ 専務執行役員 E-Mail:privacy@pasona.co.jp

お問合せ

テレワーク普及推進事業担当
札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 16階（株式会社パソナ内）

FAX ：050-3684-0028
TEL ：050-3684-0027 (平日9:00～17:30)
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp
URL：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3

北海道テレワーク普及推進事業
（本事業は、株式会社パソナが北海道より受託・運営しております。）

参加費

無料

事業者の皆様

テレワークセミナー
体験会・商談会
in 北見

コロナ禍において、テレワークは感染防止対策として有効であるとともに、新しい働き方としても注目されています。
テレワークを導入したいがやり方が分からない、テレワークを導入したがもっといい方法を見つけたい、という中小企業の
方々に向けて、テレワークについてのセミナー、テレワーク機器・サービスの体験会と商談会を実施いたします。
テレワークは難しいと言われている医療・介護や建設業などの方々もぜひ、ご参加ください。

11/10

（水） 10:00～16:00

セミナー
「自社にあったテレワーク導入展開のポイントと行政支援策紹介セミナー
～事業力向上と働き方改革の鍵となる上手なツールの活用とは～」
新型コロナウィルス感染症対策を契機として、テレワーク導入を検討、または実際に開始した企業
も多いことと思いますが、生産性や業務効率、従業員とのコミュニケーションの面で課題を抱える企
業も少なくないようです。本セミナーでは、テレワークをスムーズに導入するための考え方や導入ス
テップ、便利なテレワークツールや、国・自治体のテレワーク支援策など、実践的なノウハウを分かり
やすくお伝えします。
講師：㈱パソナ リンクワークスタイル推進統括 総務省テレワークマネージャー 湯田 健一郎 氏

10：00～11：00

12：00～13：00

14：00～15：00

セミナーは全て同じ内容ですのでご都合の良い時間をご予約ください。
※開催後～12月28日(火)までの期間でオンデマンド配信をいたします。日程にご都合がつかない方も、ぜひお申込みください。

体験会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスを体験いただけます。コンシェルジュが操作方法から便利な使い方まで
サポートいたしますので初心者でも安心です。まずはお試しください。

11：00～16：00

商談会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスについて、事業者と商談ができます。体験会でご興味を持った機器・
サービスがございましたらこの機会にぜひ導入をご検討ください。
出展予定事業者（敬称略）
サンワサプライ㈱、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱、ボーダレス・ビジョン㈱

11：00～16：00

【会場】
北見市民会館 小ホール
北見市常盤町2丁目1-10

JR北見駅より徒歩15分

<新型コロナウイルス感染症対策について>
発熱症状（目安として37.5℃以上）など、体調がすぐれない場合や呼吸器系疾患の症状がみられる方は来場をお控えください。
また、新型コロナウイルス感染症の状況により、オンラインへの変更やイベント中止の可能性があります。変更の際は速やかにお知らせいたします。

セミナー・体験会の予約受付中です。まずはご連絡ください！
お申込みは裏面よりお願いします。

北見:お申込み方法
下記<個人情報の取り扱いについて>ご確認いただき同意のうえ、URL からお申込み、または下記必要事項をご記入い
ただき FAX、メールにてお申込みください。

URL ：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3
FAX ：050-3684-0028
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp

貴社名

お電話番号
〒

貴社住所

参加希望
※ ご 参 加 を希望す
るものに〇をつけてく
ださい。

セミナー

10：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

12：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

14：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

オンデマンド配信
※視聴URLをお知らせしますので、ご参加者欄にメールアドレス等ご記入ください。

体験会

（

：

）※来場予定時刻をご記入ください。

ご芳名：
ご参加者１

メールアドレス：
ご芳名：
ご参加者2
メールアドレス：
＜個人情報の取り扱いについて＞
株式会社パソナは、ご提供頂く個人情報を以下のように取り扱います。
1. 利用目的について
ご提供いただいた個人情報は、当社が受託したテレワーク普及推進に係る事業(以下、本事業といいます）に係るセミナーの申込み、受付、本事業への参
加促進のための連絡、本事業に関する資料の送付提供、お寄せいただいたお問合せ・ご意見などの受付・回答・管理、統計データの作成、その他これらに関
連する本事業に係るサービスのために利用します。
2. 第三者提供について
ご提供いただいた個人情報は、本事業の運営に係る報告のため、本事業の委託元ある北海道に、書面又は電子データの送信により提供することがあります。
3. 外部委託について
利用目的の範囲内において、当社が厳正な審査を行い一定の水準に達していることを確認した委託先に対し、ご提供いただいた個人情報を委託する場合
があります。
4. 開示請求、訂正、利用停止等について
保有個人データの利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止については、以下の窓
口にお申出ください。
宛 先 ：テレワーク普及推進事業（株式会社パソナ）担当宛
住 所 ：札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 電話番号：050-3684-0027
5. 個人情報の任意性について
個人情報を提供することは任意ですが、必要な情報を提供いただけない場合、利用目的に記載されたサービスを利用できない場合があることをご了承くださ
い。
6. 個人情報保護管理者
株式会社パソナ 専務執行役員 E-Mail:privacy@pasona.co.jp

お問合せ

テレワーク普及推進事業担当
札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 16階（株式会社パソナ内）

FAX ：050-3684-0028
TEL ：050-3684-0027 (平日9:00～17:30)
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp
URL：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3

北海道テレワーク普及推進事業
（本事業は、株式会社パソナが北海道より受託・運営しております。）

参加費

無料

事業者の皆様

テレワークセミナー
体験会・商談会
in 旭川

コロナ禍において、テレワークは感染防止対策として有効であるとともに、新しい働き方としても注目されています。
テレワークを導入したいがやり方が分からない、テレワークを導入したがもっといい方法を見つけたい、という中小企業の
方々に向けて、テレワークについてのセミナー、テレワーク機器・サービスの体験会と商談会を実施いたします。
テレワークは難しいと言われている医療・介護や建設業などの方々もぜひ、ご参加ください。

11/19

（金）10:00～16:00

セミナー
「自社にあったテレワーク導入展開のポイントと行政支援策紹介セミナー
～事業力向上と働き方改革の鍵となる上手なツールの活用とは～」
新型コロナウィルス感染症対策を契機として、テレワーク導入を検討、または実際に開始した企業
も多いことと思いますが、生産性や業務効率、従業員とのコミュニケーションの面で課題を抱える企
業も少なくないようです。本セミナーでは、テレワークをスムーズに導入するための考え方や導入ス
テップ、便利なテレワークツールや、国・自治体のテレワーク支援策など、実践的なノウハウを分かり
やすくお伝えします。
講師：㈱パソナ リンクワークスタイル推進統括 総務省テレワークマネージャー 湯田 健一郎 氏

10：00～11：00

12：00～13：00

14：00～15：00

セミナーは全て同じ内容ですのでご都合の良い時間をご予約ください。
※開催後～12月28日(火)までの期間でオンデマンド配信をいたします。日程にご都合がつかない方も、ぜひお申込みください。

体験会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスを体験いただけます。コンシェルジュが操作方法から便利な使い方まで
サポートいたしますので初心者でも安心です。まずはお試しください。

11：00～16：00

商談会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスについて、事業者と商談ができます。体験会でご興味を持った機器・
サービスがございましたらこの機会にぜひ導入をご検討ください。
出展予定事業者（敬称略）
アートシステム㈱、NECネッツエスアイ㈱、サンワサプライ㈱
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱、ボーダレス・ビジョン㈱、リコージャパン㈱

11：00～16：00

【会場】
旭川市民文化会館 大会議室
旭川市7条通9丁目

JR旭川駅より徒歩15分

<新型コロナウイルス感染症対策について>
発熱症状（目安として37.5℃以上）など、体調がすぐれない場合や呼吸器系疾患の症状がみられる方は来場をお控えください。
また、新型コロナウイルス感染症の状況により、オンラインへの変更やイベント中止の可能性があります。変更の際は速やかにお知らせいたします。

セミナー・体験会の予約受付中です。まずはご連絡ください！
お申込みは裏面よりお願いします。

旭川:お申込み方法
下記<個人情報の取り扱いについて>ご確認いただき同意のうえ、URL からお申込み、または下記必要事項をご記入い
ただき FAX、メールにてお申込みください。

URL ：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3
FAX ：050-3684-0028
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp

貴社名

お電話番号
〒

貴社住所

参加希望
※ ご 参 加 を希望す
るものに〇をつけてく
ださい。

セミナー

10：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

12：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

14：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

オンデマンド配信
※視聴URLをお知らせしますので、ご参加者欄にメールアドレス等ご記入ください。

体験会

（

：

）※来場予定時刻をご記入ください。

ご芳名：
ご参加者１

メールアドレス：
ご芳名：
ご参加者2
メールアドレス：
＜個人情報の取り扱いについて＞
株式会社パソナは、ご提供頂く個人情報を以下のように取り扱います。
1. 利用目的について
ご提供いただいた個人情報は、当社が受託したテレワーク普及推進に係る事業(以下、本事業といいます）に係るセミナーの申込み、受付、本事業への参
加促進のための連絡、本事業に関する資料の送付提供、お寄せいただいたお問合せ・ご意見などの受付・回答・管理、統計データの作成、その他これらに関
連する本事業に係るサービスのために利用します。
2. 第三者提供について
ご提供いただいた個人情報は、本事業の運営に係る報告のため、本事業の委託元ある北海道に、書面又は電子データの送信により提供することがあります。
3. 外部委託について
利用目的の範囲内において、当社が厳正な審査を行い一定の水準に達していることを確認した委託先に対し、ご提供いただいた個人情報を委託する場合
があります。
4. 開示請求、訂正、利用停止等について
保有個人データの利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止については、以下の窓
口にお申出ください。
宛 先 ：テレワーク普及推進事業（株式会社パソナ）担当宛
住 所 ：札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 電話番号：050-3684-0027
5. 個人情報の任意性について
個人情報を提供することは任意ですが、必要な情報を提供いただけない場合、利用目的に記載されたサービスを利用できない場合があることをご了承くださ
い。
6. 個人情報保護管理者
株式会社パソナ 専務執行役員 E-Mail:privacy@pasona.co.jp

お問合せ

テレワーク普及推進事業担当
札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 16階（株式会社パソナ内）

FAX ：050-3684-0028
TEL ：050-3684-0027 (平日9:00～17:30)
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp
URL：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3

北海道テレワーク普及推進事業
（本事業は、株式会社パソナが北海道より受託・運営しております。）

参加費

無料

事業者の皆様

テレワークセミナー
体験会・商談会
in 帯広

コロナ禍において、テレワークは感染防止対策として有効であるとともに、新しい働き方としても注目されています。
テレワークを導入したいがやり方が分からない、テレワークを導入したがもっといい方法を見つけたい、という中小企業の
方々に向けて、テレワークについてのセミナー、テレワーク機器・サービスの体験会と商談会を実施いたします。
テレワークは難しいと言われている医療・介護や建設業などの方々もぜひ、ご参加ください。

11/30

（火）10:00～16:00

セミナー
「自社にあったテレワーク導入展開のポイントと行政支援策紹介セミナー
～事業力向上と働き方改革の鍵となる上手なツールの活用とは～」
新型コロナウィルス感染症対策を契機として、テレワーク導入を検討、または実際に開始した企業
も多いことと思いますが、生産性や業務効率、従業員とのコミュニケーションの面で課題を抱える企
業も少なくないようです。本セミナーでは、テレワークをスムーズに導入するための考え方や導入ス
テップ、便利なテレワークツールや、国・自治体のテレワーク支援策など、実践的なノウハウを分かり
やすくお伝えします。
講師：㈱パソナ リンクワークスタイル推進統括 総務省テレワークマネージャー 湯田 健一郎 氏

10：00～11：00

12：00～13：00

14：00～15：00

セミナーは全て同じ内容ですのでご都合の良い時間をご予約ください。
※開催後～12月28日(火)までの期間でオンデマンド配信をいたします。日程にご都合がつかない方も、ぜひお申込みください。

体験会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスを体験いただけます。コンシェルジュが操作方法から便利な使い方まで
サポートいたしますので初心者でも安心です。まずはお試しください。

11：00～16：00

商談会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスについて、事業者と商談ができます。体験会でご興味を持った機器・
サービスがございましたらこの機会にぜひ導入をご検討ください。
出展予定事業者（敬称略）
アートシステム㈱、NECネッツエスアイ㈱、サンワサプライ㈱
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱、ボーダレス・ビジョン㈱

11：00～16：00

【会場】
とかちプラザ 大集会室
帯広市西4条南13丁目1

JR帯広駅南口より徒歩2分

<新型コロナウイルス感染症対策について>
発熱症状（目安として37.5℃以上）など、体調がすぐれない場合や呼吸器系疾患の症状がみられる方は来場をお控えください。
また、新型コロナウイルス感染症の状況により、オンラインへの変更やイベント中止の可能性があります。変更の際は速やかにお知らせいたします。

セミナー・体験会の予約受付中です。まずはご連絡ください！
お申込みは裏面よりお願いします。

帯広:お申込み方法
下記<個人情報の取り扱いについて>ご確認いただき同意のうえ、URL からお申込み、または下記必要事項をご記入い
ただき FAX、メールにてお申込みください。

URL ：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3
FAX ：050-3684-0028
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp

貴社名

お電話番号
〒

貴社住所

参加希望
※ ご 参 加 を希望す
るものに〇をつけてく
ださい。

セミナー

10：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

12：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

14：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

オンデマンド配信
※視聴URLをお知らせしますので、ご参加者欄にメールアドレス等ご記入ください。

体験会

（

：

）※来場予定時刻をご記入ください。

ご芳名：
ご参加者１

メールアドレス：
ご芳名：
ご参加者2
メールアドレス：
＜個人情報の取り扱いについて＞
株式会社パソナは、ご提供頂く個人情報を以下のように取り扱います。
1. 利用目的について
ご提供いただいた個人情報は、当社が受託したテレワーク普及推進に係る事業(以下、本事業といいます）に係るセミナーの申込み、受付、本事業への参
加促進のための連絡、本事業に関する資料の送付提供、お寄せいただいたお問合せ・ご意見などの受付・回答・管理、統計データの作成、その他これらに関
連する本事業に係るサービスのために利用します。
2. 第三者提供について
ご提供いただいた個人情報は、本事業の運営に係る報告のため、本事業の委託元ある北海道に、書面又は電子データの送信により提供することがあります。
3. 外部委託について
利用目的の範囲内において、当社が厳正な審査を行い一定の水準に達していることを確認した委託先に対し、ご提供いただいた個人情報を委託する場合
があります。
4. 開示請求、訂正、利用停止等について
保有個人データの利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止については、以下の窓
口にお申出ください。
宛 先 ：テレワーク普及推進事業（株式会社パソナ）担当宛
住 所 ：札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 電話番号：050-3684-0027
5. 個人情報の任意性について
個人情報を提供することは任意ですが、必要な情報を提供いただけない場合、利用目的に記載されたサービスを利用できない場合があることをご了承くださ
い。
6. 個人情報保護管理者
株式会社パソナ 専務執行役員 E-Mail:privacy@pasona.co.jp

お問合せ

テレワーク普及推進事業担当
札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 16階（株式会社パソナ内）

FAX ：050-3684-0028
TEL ：050-3684-0027 (平日9:00～17:30)
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp
URL：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3

北海道テレワーク普及推進事業
（本事業は、株式会社パソナが北海道より受託・運営しております。）

参加費

無料

事業者の皆様

テレワークセミナー
体験会・商談会
in 函館

コロナ禍において、テレワークは感染防止対策として有効であるとともに、新しい働き方としても注目されています。
テレワークを導入したいがやり方が分からない、テレワークを導入したがもっといい方法を見つけたい、という中小企業の
方々に向けて、テレワークについてのセミナー、テレワーク機器・サービスの体験会と商談会を実施いたします。
テレワークは難しいと言われている医療・介護や建設業などの方々もぜひ、ご参加ください。

12/6

（月）10:00～16:00

セミナー
「自社にあったテレワーク導入展開のポイントと行政支援策紹介セミナー
～事業力向上と働き方改革の鍵となる上手なツールの活用とは～」
新型コロナウィルス感染症対策を契機として、テレワーク導入を検討、または実際に開始した企業
も多いことと思いますが、生産性や業務効率、従業員とのコミュニケーションの面で課題を抱える企
業も少なくないようです。本セミナーでは、テレワークをスムーズに導入するための考え方や導入ス
テップ、便利なテレワークツールや、国・自治体のテレワーク支援策など、実践的なノウハウを分かり
やすくお伝えします。
講師：㈱パソナ リンクワークスタイル推進統括 総務省テレワークマネージャー 湯田 健一郎 氏

10：00～11：00

12：00～13：00

14：00～15：00

セミナーは全て同じ内容ですのでご都合の良い時間をご予約ください。
※開催後～12月28日(火)までの期間でオンデマンド配信をいたします。日程にご都合がつかない方も、ぜひお申込みください。

体験会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスを体験いただけます。コンシェルジュが操作方法から便利な使い方まで
サポートいたしますので初心者でも安心です。まずはお試しください。

11：00～16：00

商談会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスについて、事業者と商談ができます。体験会でご興味を持った機器・
サービスがございましたらこの機会にぜひ導入をご検討ください。
出展予定事業者（敬称略）
NECネッツエスアイ㈱、サンワサプライ㈱
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱、ボーダレス・ビジョン㈱

11：00～16：00

【会場】
函館市民会館 大会議室
函館市湯川町1-32-1

市電で「函館アリーナ前（市民会館前）」 下車徒歩３分

<新型コロナウイルス感染症対策について>
発熱症状（目安として37.5℃以上）など、体調がすぐれない場合や呼吸器系疾患の症状がみられる方は来場をお控えください。
また、新型コロナウイルス感染症の状況により、オンラインへの変更やイベント中止の可能性があります。変更の際は速やかにお知らせいたします。

セミナー・体験会の予約受付中です。まずはご連絡ください！
お申込みは裏面よりお願いします。

函館:お申込み方法
下記<個人情報の取り扱いについて>ご確認いただき同意のうえ、URL からお申込み、または下記必要事項をご記入い
ただき FAX、メールにてお申込みください。

URL ：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3
FAX ：050-3684-0028
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp

貴社名

お電話番号
〒

貴社住所

参加希望
※ ご 参 加 を希望す
るものに〇をつけてく
ださい。

セミナー

10：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

12：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

14：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

オンデマンド配信
※視聴URLをお知らせしますので、ご参加者欄にメールアドレス等ご記入ください。

体験会

（

：

）※来場予定時刻をご記入ください。

ご芳名：
ご参加者１

メールアドレス：
ご芳名：
ご参加者2
メールアドレス：
＜個人情報の取り扱いについて＞
株式会社パソナは、ご提供頂く個人情報を以下のように取り扱います。
1. 利用目的について
ご提供いただいた個人情報は、当社が受託したテレワーク普及推進に係る事業(以下、本事業といいます）に係るセミナーの申込み、受付、本事業への参
加促進のための連絡、本事業に関する資料の送付提供、お寄せいただいたお問合せ・ご意見などの受付・回答・管理、統計データの作成、その他これらに関
連する本事業に係るサービスのために利用します。
2. 第三者提供について
ご提供いただいた個人情報は、本事業の運営に係る報告のため、本事業の委託元ある北海道に、書面又は電子データの送信により提供することがあります。
3. 外部委託について
利用目的の範囲内において、当社が厳正な審査を行い一定の水準に達していることを確認した委託先に対し、ご提供いただいた個人情報を委託する場合
があります。
4. 開示請求、訂正、利用停止等について
保有個人データの利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止については、以下の窓
口にお申出ください。
宛 先 ：テレワーク普及推進事業（株式会社パソナ）担当宛
住 所 ：札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 電話番号：050-3684-0027
5. 個人情報の任意性について
個人情報を提供することは任意ですが、必要な情報を提供いただけない場合、利用目的に記載されたサービスを利用できない場合があることをご了承くださ
い。
6. 個人情報保護管理者
株式会社パソナ 専務執行役員 E-Mail:privacy@pasona.co.jp

お問合せ

テレワーク普及推進事業担当
札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 16階（株式会社パソナ内）

FAX ：050-3684-0028
TEL ：050-3684-0027 (平日9:00～17:30)
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp
URL：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3

北海道テレワーク普及推進事業
（本事業は、株式会社パソナが北海道より受託・運営しております。）

参加費

無料

事業者の皆様

テレワークセミナー
体験会・商談会
in 釧路

コロナ禍において、テレワークは感染防止対策として有効であるとともに、新しい働き方としても注目されています。
テレワークを導入したいがやり方が分からない、テレワークを導入したがもっといい方法を見つけたい、という中小企業の
方々に向けて、テレワークについてのセミナー、テレワーク機器・サービスの体験会と商談会を実施いたします。
テレワークは難しいと言われている医療・介護や建設業などの方々もぜひ、ご参加ください。

12/14

（火）10:00～16:00

セミナー

10：00～11：00

「自社にあったテレワーク導入展開のポイントと行政支援策紹介セミナー
～事業力向上と働き方改革の鍵となる上手なツールの活用とは～」
新型コロナウィルス感染症対策を契機として、テレワーク導入を検討、または実際に開始した企業
も多いことと思いますが、生産性や業務効率、従業員とのコミュニケーションの面で課題を抱える企
業も少なくないようです。本セミナーでは、テレワークをスムーズに導入するための考え方や導入ス
テップ、便利なテレワークツールや、国・自治体のテレワーク支援策など、実践的なノウハウを分かり
やすくお伝えします。
講師：㈱パソナ リンクワークスタイル推進統括 総務省テレワークマネージャー 湯田 健一郎 氏

12：00～13：00

14：00～15：00

セミナーは全て同じ内容ですのでご都合の良い時間をご予約ください。
※開催後～12月28日(火)までの期間でオンデマンド配信をいたします。日程にご都合がつかない方も、ぜひお申込みください。

体験会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスを体験いただけます。コンシェルジュが操作方法から便利な使い方まで
サポートいたしますので初心者でも安心です。まずはお試しください。

11：00～16：00

商談会
セミナーでご紹介したリモートデスクトップシステム、Web会議、勤怠管理などの機器・
サービスについて、事業者と商談ができます。体験会でご興味を持った機器・
サービスがございましたらこの機会にぜひ導入をご検討ください。
出展予定事業者（敬称略）
NECネッツエスアイ㈱、サンワサプライ㈱
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱、ボーダレス・ビジョン㈱

【会場】
釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞
釧路市幣舞町4番28号

11：00～16：00

多目的ホール

JR釧路駅からくしろバスにて｢釧路三慈会病院｣下車徒歩1分

<新型コロナウイルス感染症対策について>
発熱症状（目安として37.5℃以上）など、体調がすぐれない場合や呼吸器系疾患の症状がみられる方は来場をお控えください。
また、新型コロナウイルス感染症の状況により、オンラインへの変更やイベント中止の可能性があります。変更の際は速やかにお知らせいたします。

セミナー・体験会の予約受付中です。まずはご連絡ください！
お申込みは裏面よりお願いします。

釧路:お申込み方法
下記<個人情報の取り扱いについて>ご確認いただき同意のうえ、URL からお申込み、または下記必要事項をご記入い
ただき FAX、メールにてお申込みください。

URL ：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3
FAX ：050-3684-0028
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp

貴社名

お電話番号
〒

貴社住所

参加希望
※ ご 参 加 を希望す
るものに〇をつけてく
ださい。

セミナー

10：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

12：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

14：00～

/ オンライン視聴を希望する（はい・いいえ）

オンデマンド配信
※視聴URLをお知らせしますので、ご参加者欄にメールアドレス等ご記入ください。

体験会

（

：

）※来場予定時刻をご記入ください。

ご芳名：
ご参加者１

メールアドレス：
ご芳名：
ご参加者2
メールアドレス：
＜個人情報の取り扱いについて＞
株式会社パソナは、ご提供頂く個人情報を以下のように取り扱います。
1. 利用目的について
ご提供いただいた個人情報は、当社が受託したテレワーク普及推進に係る事業(以下、本事業といいます）に係るセミナーの申込み、受付、本事業への参
加促進のための連絡、本事業に関する資料の送付提供、お寄せいただいたお問合せ・ご意見などの受付・回答・管理、統計データの作成、その他これらに関
連する本事業に係るサービスのために利用します。
2. 第三者提供について
ご提供いただいた個人情報は、本事業の運営に係る報告のため、本事業の委託元ある北海道に、書面又は電子データの送信により提供することがあります。
3. 外部委託について
利用目的の範囲内において、当社が厳正な審査を行い一定の水準に達していることを確認した委託先に対し、ご提供いただいた個人情報を委託する場合
があります。
4. 開示請求、訂正、利用停止等について
保有個人データの利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止については、以下の窓
口にお申出ください。
宛 先 ：テレワーク普及推進事業（株式会社パソナ）担当宛
住 所 ：札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 電話番号：050-3684-0027
5. 個人情報の任意性について
個人情報を提供することは任意ですが、必要な情報を提供いただけない場合、利用目的に記載されたサービスを利用できない場合があることをご了承くださ
い。
6. 個人情報保護管理者
株式会社パソナ 専務執行役員 E-Mail:privacy@pasona.co.jp

お問合せ

テレワーク普及推進事業担当
札幌市中央区北5条西2－5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 16階（株式会社パソナ内）

FAX ：050-3684-0028
TEL ：050-3684-0027 (平日9:00～17:30)
MAIL：hokkaido-tw@pasona.co.jp
URL：https://www.pasona.co.jp/pr/hokkaido-telework/r3

