
S42
DXは何から始めたらいいの？
迷っているお客様に
大塚商会がポイントを解説！

株式会社大塚商会
統合戦略企画部 岡野 純子

DX実現の一歩といわれている「ペーパーレス化」。しかしながら、企業に
は大量の書類があり、何から手を付けていいのか分からないというお客様
が大変多いです。本セミナーでは、ペーパーレス化を成功に導くポイント
をご紹介します。「この春にDXの部署を立ち上げた」「プロジェクトを立ち
上げた」「経営層から指示が来た」というお客様には必見の内容です。

ドキュメントの電子化

S02
電子帳簿保存法大幅改正！ 請求書・領収書の
電子化のため今やるべきこととは？
国税庁OB袖山氏が分かりやすく解説

SKJ 総合税理士事務所
所長／税理士 袖山 喜久造 氏

2022年1月より大幅に要件緩和される電子帳簿保存法。しかし、大幅要
件緩和の一方、今までよりも厳格に管理しなければならなくなる点もあり
ます。2022年になってから管理方法で慌てないために、国税庁OB袖山氏
が、今回の要件緩和の内容、また、厳格になるポイントを詳しく解説しま
す。大量にある請求書や領収書の保管に頭を悩ませているお客様には必
見の内容です。

ドキュメントの電子化

S03
ドキュメントの電子化がサクサク進んで業務を
ラクにする ～知っている中小企業は
活用している、実は安価なコンサルティング～

ペーパーロジック株式会社
代表取締役社長 兼 CEO 横山 公一 氏

2021年の電子帳簿保存法改正により、税務署への事前申告などがなくな
り、企業の電子化が、より一層進めやすくなります。しかし、契約書や帳票
の電子化には、対象となる法令調査から、電子化後の業務フロー作成など、
お客様自身では対応に限界があります。実は、スムーズに電子化を導入さ
れた企業では、外部の力として「コンサルティング」を有効活用していま
す。本セミナーでは、コンサルティングの有効活用を、事例を踏まえてご
紹介します。

ドキュメントの電子化

S04
「脱ハンコ」を事例で学ぶ！成功へ導く五つの
ポイント ～紙の申請書や契約書の電子化で、
机も事務所もスッキリさせよう～

株式会社大塚商会
統合戦略企画部 岡 亜矢子

コロナ禍で実施したテレワークで、多くのお客様が「ハンコのための出社」
に不満を感じていました。取引先との契約から社内の購入申請などの承
認まで、多くの業務で使われているハンコですが、政府を中心に脱ハンコ
が進められつつあります。本セミナーでは、社外の契約と社内の承認の
二つの切り口から、これから導入を検討するお客様へ向け、事例を交えな
がら成功のポイントをご紹介します。

ドキュメントの電子化

S06
ファクス（FAX）の電子化で業務の効率化と
いつでもどこでもテレワーク　ペーパーレス
ファクスについて活用事例を交えながらご紹介

株式会社大塚商会　
エリアプロモーション部 新井 みゆき

紙文書の電子化の取り組みが多方面で進む一方で、ファクスについては取
引先や商業上の習慣により、廃止できないという企業も少なくありませ
ん。それ故ファクスの電子化に手を付けられず、テレワークができていな
いケースも見受けられます。本セミナーでは、複合機を有効活用したファ
クスの電子化や、複合機に依存しないクラウドファクスなど、業務の効率
化につながるファクスの電子化方法を事例を交えながらご紹介します。

ドキュメントの電子化

S08
テレワークをやってみて分かった！
理想のコミュニケーション・
Web会議の選び方

株式会社大塚商会
共通基盤情報通信ネットワークプロモーション部 杉町 弘介

新型コロナウイルスの影響によるテレワーク普及と共に、ビジネスの場で
Web会議などのコミュニケーションツールの利用が一気に進みました。
しかしながら実際に利用してみて初めて見えてきた課題も多くあります。
本セミナーでは、実際に大塚商会がテレワークを実践して見えてきた、
Web会議の良い所と悪い所、そして今後離れた相手とのコミュニケー
ションをより快適に行うためのポイントをご紹介します。

テレワーク

S09
Microsoft Teams を利用した
上手なテレワークの進め方

日本マイクロソフト株式会社
パートナービジネス統括本部 塚田 大裕 氏

テレワーク需要増大に伴い、Microsoft Teamsは急速に普及が進んでい
ます。Teams はただのWeb会議サービスではありません。本セミナー
では、日本マイクロソフト株式会社および実際に利用中のお客様の利用例
なども交えつつ、どうすればTeams を使ったテレワークが上手に実現で
きるのか、また、どうすればテレワーク下で効率よく働けるかをテーマに
ご説明します。

テレワーク

S05
「紙の電子化」がワークスタイルを変える！
紙の電子化は検索性がポイント

株式会社大塚商会
エリアプロモーション部 篠原 智也

新型コロナウイルスによって働き方が多様化した今、効率よく業務継続を
するには、紙の電子化は不可欠です。「紙」がそのままなら、テレワーク先で
すぐに必要な書類を確認できません。いざテレワークをスタートしてみ
ても、生産性が下がってしまえば企業にとってはマイナスです。まずは、
よく利用される紙書類を優先的に電子化することを推奨します。本セミ
ナーでは、簡単に電子化が進められる複合機の活用方法をご紹介します。

ドキュメントの電子化

S07
働き方が必ず変わる！
Afterコロナを見据えた理想のテレワーク

株式会社大塚商会
共通基盤情報通信ネットワークプロモーション部 中村 真之

テレワークは、新型コロナウイルスが世界的に蔓延する中、事業継続のた
め急速に普及しましたが、労働人口が減少する日本では、人材確保・生産性
向上の目的としても大いに注目されています。しかし、テレワークで円滑
に業務をするための課題も見えてきました。テレワークをやってみて分
かった五つの課題「コミュニケーション・紙とハンコ・通信・仕事環境・セ
キュリティ」から、理想のテレワークとは何か、それをITでどう実現できる
のかをご紹介します。

テレワーク S13
コロナで変わる働き方　IT環境が大きく変化している
今企業インフラの見直しを ～適切なVPNサービスの
導入でネットワークもテレワーク仕様に～

株式会社大塚商会
共通基盤情報通信ネットワークプロモーション部 坂田 郁弥

新型コロナウイルスの影響により働き方が大きく変わってきています。
テレワークが普及し、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、企業イン
フラであるネットワーク・VPNの見直しが求められています。本セミナー
では、ニューノーマルに対応できるネットワーク構築のためのポイントを
分かりやすくご紹介します。テレワークを導入したが課題を感じている
お客様、今後テレワーク導入を検討されているお客様は、ぜひこの機会に
ご視聴ください。

回線・ネットワーク

S10
「Before・With・After」コロナで見る、
ニューノーマル時代の回線・ネットワークとは

株式会社大塚商会
共通基盤情報通信ネットワークプロモーション部 徳毛 泰三

新型コロナウイルス流行による緊急事態宣言によって急速に浸透したテ
レワーク。一斉にテレワークを開始した結果、多くの企業でインターネッ
ト通信の遅延が発生しました。遅延解消のためには、単に高速な回線に入
れ替えるだけではなく、新しい働き方に合わせたツールと最適な通信ネッ
トワークの選択が必要になります。コロナ前から少し先の未来へ向かい変
化する通信ネットワークを、大塚商会の実例も交えながら、「Beforeコロ
ナ」「Withコロナ」「Afterコロナ」の三つの時間軸に分けてご紹介します。  

回線・ネットワーク

S33
なぜ日本企業にテレワークは難しいのか？　
コロナ禍で気付いたサイボウズの価値とは

サイボウズ株式会社　サイボウズ コーポレートブランディング部長／
サイボウズ式ブックス編集長 大槻 幸夫 氏

新型コロナウイルスがきっかけとなり、働き方改革が加速しています。し
かし2020年に、テレワークを実施していた会社も徐々に一律出社に戻し
ている所も多いようです。なぜそうなってしまうのでしょうか？サイボ
ウズ株式会社の事例を基に、組織の一体感と情報共有の関係から「テレ
ワーク時代に求められるIT」についてご紹介します。

テレワークS34
電帳法改正を0（ゼロ）から説明！
大幅緩和だけじゃなくて
規制強化もあるんです！

株式会社大塚商会
統合戦略企画部 岡野 純子

電子帳簿保存法の改正が確定し、今までにない大幅緩和が注目されていま
す。総務や経理部署なら、一度は電子化を検討されたことがあるのではな
いでしょうか？ 本セミナーでは、現行法の厳しい要件が、どの程度緩和に
なるのか紹介しながら、あまり知られていないメール受領の請求書など
が、紙保管NGとなる改正内容まで解説します。

ドキュメントの電子化

S40
ここから始めるDX！
大塚商会の取り組みもご紹介

株式会社大塚商会
統合戦略企画部 延下 悟志

大塚商会は経済産業省が定める「DX認定取得事業者」を、2021年4月1日
に取得しました。またこれに合わせ、本社ビルに生産性向上のために必要
なオフィスのDXについて、さまざまなシーン別に体感できる「DXオフィ
ス」を、お客様が推進のヒントを得られる場として開設しています。本セ
ミナーでは大塚商会が取り組むDXに加え、企業のDX推進をサポートする
ためのソリューションについてご紹介します。

DX
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S43
テレワークをもっと効率的に！
理想のリモートアクセスの選び方

株式会社大塚商会
ネットワーク基盤プロモーション部 小西 悠夏

新型感染症対策として広まったテレワークは、感染防止だけでなく働き方
に大きな変化を与えました。しかし、今後もテレワークを続けていくため
には、快適に仕事ができる環境が必須です。どこにいても社内の環境につ
ながり、いつものように仕事をするために必要なリモートアクセスシステ
ムは何が適切なのか、その選び方をご紹介します。

回線・ネットワーク

S41
DX成功のカギを握るのは回線I?
ITツール導入前に基盤を整備！

株式会社大塚商会
統合戦略企画部 鈴木 将平

さまざまな業務のデジタル化を行いそれを活用し、ビジネスモデルを変革
することでDXは成しとげられます。しかしデジタル化をすることで、回
線に負担がかかっていることをご存じでしょうか。負担がかかっている
回線の整備をおろそかにしていては、DXのためにせっかく導入した新し
いサービスを快適に活用できなくなってしまう危険性があります。本セ
ミナーではDX実現における回線の重要性とその選び方をご紹介します。

回線・ネットワーク

S14
サイバー攻撃の被害に気付けますか？
DX時代に求められるセキュリティ対策

株式会社大塚商会
統合戦略企画部 延下 悟志

テレワークの普及など新型コロナウイルスの影響で従来の働き方が大き
く変わりました。外出先や在宅勤務などパソコンを社外に持ち出すこと
が増え、そのセキュリティリスクを狙ったサイバー攻撃も確認されていま
す。EMOTETやIcedID、二重脅迫ランサムウェアなど脅威は常に変化し
ており、全て信用できない「ゼロトラスト」という設計思考まで注目されて
います。本セミナーでは、セキュリティ事故や情報漏えいを起こさないた
めの対策についてご紹介します。

セキュリティ

S16
企業を護る最後の砦！
エンドポイントセキュリティにEDRで
一歩先の対策

株式会社大塚商会
共通基盤セキュリティプロモーション部 劉 俊輝

近年、EMOTETなどの標的型攻撃やランサムウェアなど企業に対するサ
イバー攻撃が猛威を振るっています。日々進化し続ける攻撃技術は飛躍
的に高度化・複雑化しており、全てを水際で防ぐことは非常に難しくなっ
てきています。本セミナーでは最新のサイバー攻撃の手法と対策方法に
ついて解説すると共に、いち早くインシデントを把握してその被害拡大を
防ぎ、被害を最小限にするソリューションをご紹介します。

セキュリティ

S18
会社の機密情報、守られていますか？
「うっかり」を防ぐ
内部からの情報漏えい対策

株式会社大塚商会
共通基盤セキュリティプロモーション部 伊藤 虹華

社員が意識をして情報漏えいを防ぐには限界があります。いくら気を付
けていても、情報漏えいがなかなか減らない理由は、「うっかり」が起こっ
てしまうからです。社内にいても、テレワーク実施中でもそのリスクはあ
り、メールやインターネットなどますます便利になっていく一方で、企業
として対策をしないと、情報漏えいは防げません。本セミナーは、内部か
ら情報漏えいさせないための運用・仕組みをご紹介します。

セキュリティ

S15
ニューノーマル時代のセキュリティ対策！
コロナ渦で変化する働き方に潜む
サイバー攻撃への対策をご紹介

株式会社大塚商会
共通基盤セキュリティプロモーション部 宇田川 正伸

新型コロナウイルスの影響で企業の在り方が大きく変化し、テレワークの
急拡大など働き方そのものも変わらざるを得ない状況の中、その変化を狙
うサイバー攻撃も増えてきています。テレワークの環境整備と共に見直
しやアップデートが必要なセキュリティ対策。本セミナーでは、これから
のニューノーマル時代における企業のセキュリティ脅威や、その対策の考
え方、具体的なソリューションをご紹介します。

セキュリティ

S17
ランサムウェア攻撃からデータを守る！
身代金を払わず
データ復旧するための対策とは!?

株式会社大塚商会
共通基盤ハード・ソフトプロモーション部 野尻 英明

被害が急増している新型ランサムウェア攻撃は、サーバーデータと共に
バックアップデータも暗号化攻撃の対象として襲ってきます。本セミ
ナーでは、危険なバックアップ運用と安全なバックアップ運用を解説し、
新型ランサムウェアの攻撃に備えるバックアップ運用をご紹介します。

セキュリティ

S19
テレワークにセキュリティリスク!?
効果的な対策をご紹介

株式会社大塚商会
統合戦略企画部 延下 悟志

テレワークが身近になり、既に多くの企業・組織が実施しています。しか
し、昨今リモートアクセス環境を狙ったサイバー攻撃が多発しており、テ
レワークにおけるセキュリティリスクが高まっています。「ゼロトラスト」
という考えでセキュリティ対策を検討する企業が増えています。本セミ
ナーでは、テレワーク導入・実施する際に最低限必要なセキュリティ対策
をご紹介します。

セキュリティ

S21
今、なぜサイバー保険が必要なのか？
～サイバー攻撃による被害から
　会社を守るためのサイバー保険とは～

株式会社大塚商会
エリアプロモーション部 深川 太郎

サイバー攻撃による事故が発生した場合、証拠収集・情報解析といったデ
ジタルフォレンジック調査にかかる多額の費用や取引先への損害賠償な
どの思わぬ負担を強いられることになります。そのため、サイバー事故が
起きることを前提としたセキュリティ対策の強化と共に、サイバー保険を
検討される中堅・中小企業が増えています。本セミナーでは、実際にサイ
バー事故が起きた場合のサイバー保険の保険金お支払い事例や保険を検
討する際のポイントについて解説します。

セキュリティ

S20
テレワークここが危ない！
被害事例から解説、
ネットワークセキュリティ虎の巻

株式会社大塚商会
共通基盤情報通信ネットワークプロモーション部 中垣 宏

テレワーク導入で見落としがちなのが社内ネットワークのセキュリティ
対策です。社外からの接続に利用する機器への不正侵入や、社内に持ち
込まれるパソコンによるウイルス感染・拡散など新たなリスクが発生し
ます。大塚商会が実践しているネットワーク診断や被害対応事例を基
に、効果のあるネットワークセキュリティ対策とソリューションをご紹
介します。

セキュリティ

S22
PPAPいつまで続けますか？
Zipファイルに代わる
セキュリティ対策をご紹介！

デジタルアーツ株式会社
マーケティング部門 萩野谷 耕太郎 氏

2020年11月、平井デジタル改革担当大臣が、メールでパスワード付き
Zipファイルを送る「PPAP」を廃止すると発表し、メールの誤送信対策が
見直されつつあります。さらに「EMOTET」や「IcedID」など、誤送信対策・
攻撃対策共にメールのセキュリティ事情は日々変化しており、さまざまな
対策が必要とされています。本セミナーでは、マルウェアの解説やPPAP
に代わるセキュリティ対策をご紹介します。

セキュリティ

S23
コロナで激変！
企業の課題と求められる対処法　
～今をのりきる五つの「IT処方箋」とは？～

株式会社大塚商会
統合戦略企画部 宮武 明秀

新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに、企業を取り巻く環境は大きく
変化しました。新しいワークスタイルが定着する中、企業には、従来とは
異なる課題や対策が求められています。本セミナーでは、Withコロナ時
代を乗り切るために企業がITで取り組むべき五つの課題とその対処ソ
リューションを「IT処方箋」としてご紹介します。

業務自動化

S24
大塚商会が実践！ 
AIを活用した業務効率化事例

株式会社大塚商会
統合戦略企画部 畔柳 零

根本的な業務改革が求められる中、効率化にAI・IoTは必要不可欠です。
また、コロナウイルス感染拡大予防にもAIの活用が見込めます。本セミ
ナーでは、オフィスや業務へのAI導入における目的を明確化するヒント
として、本社、営業拠点、コールセンターなど大塚商会での活用事例をご
紹介します。

業務自動化

S26
LED事業14年の経験から見えた　
失敗しないLED化のポイント

株式会社大塚商会
統合戦略企画部 嶋田 澪

市場はLED化が進み、既存照明（水銀灯・蛍光灯）を使用し続けることが不
便な社会になりつつあります。いよいよ本格的な検討が必要とされる今、
失敗しないLED化のポイントを、最新市場動向とあわせてご紹介します。

業務自動化

S28
儲かる営業部をつくる
「バックオフィスのDX」とは

株式会社大塚商会
業種 SI プロモーション部 浅賀 竜哉

ニューノーマル時代の働き方は「出社ができない」「顧客と会えない」「密な
状況は禁止」などこれまでとは全く違う対応が必要となっています。今ま
でと同じ働き方では、現状維持も難しくなっています。儲かる営業部をつ
くるには、古いビジネス習慣（押印、紙処理、人的作業など）から脱却し、本
業に注力することが必要です。SMILE Vを活用し、限られた人員・時間で
ビジネスを成長させるヒントを、事例を交えご紹介します。

業務自動化

S29
管理部門は管理をするな!?
ニューノーマル時代に求められる
バックオフィスの業務改革とは

株式会社大塚商会
業種 SI プロモーション部 鴻巣 雄介

働き方改革関連法の施行で管理部門では、対応が必要な内容が山積みで
す。そのうえ、ニューノーマル時代による新しいビジネス環境に適応する
ための管理作業の増加など、ますます「管理することが仕事」になりがちで
す。SMILE Vを活用し、限られた人員・時間で法令遵守と管理だけではな
く「経営へ貢献する仕事」を同時に実現させるヒントを、具体的な機能を交
えご紹介します。

業務自動化

S25
AIサーマルカメラとスマートロックで実現する
新しい入退管理　～ニューオフィスで必要と
される入退管理とは？～

株式会社大塚商会
統合戦略企画部 畔柳 零

昨今オフィスや店舗でのサーマルカメラ導入が進んでいます。本セミ
ナーでは、AI顔認証を搭載したサーマルカメラである、「SenseThunder」
とビジネス用スマートロックの「Akerun」のサービス概要と特徴、二つを
連携させた入退管理ソリューションをご紹介します。

業務自動化

S27
ニューノーマル時代の
ピンチをチャンスに変える
「バックオフィスのDX」とは

株式会社大塚商会
業種 SI プロモーション部 浅賀 竜哉

企業はビジネス環境の急激な変化に直面し、事業を継続するため、テレ
ワーク導入やITインフラ整備、就業ルール変更などに対応することを求め
られました。事業継続の危機は「ピンチ」ですが、顧客や従業員、経営者の
固定観念が変化している今こそ、商習慣や企業文化を変革する絶好の機会
「チャンス」です。ニューノーマルに順応し事業継続を可能とする「バック
オフィスのDX」について、SMILE Vの機能も交えご紹介します。

業務自動化

S37
RPA社内導入成功までの
１から全てをご紹介します！

株式会社大塚商会
共通基盤クラウドプロモーション部 後藤 雅枝

大塚商会では4年前からRPA導入に取り組み、現在770を超える業務を
「自動化」し、月間2万時間を削減しています。本セミナーでは、その経験に
基づき、RPAの考え方から導入の勘所まで導入成功に導くポイントを１か
らご紹介します。

業務自動化

S30
今こそ見直すべし！調達・購買
業務改革による経費削減の
実践で、コロナ禍を乗り切る！

株式会社大塚商会　たのめーるシステムサポート課
たのめーるプラス販売課

長嶋 泰広
忌部 知明

新型コロナウイルスの終息が見えない中、多くの企業様から収益確保や生
産性向上などのご相談をいただいています。お話を伺うと、間接材の調
達・購買業務に課題や改善の余地があり、それを見直すことで経費削減を
実践し、収益性を向上させることができています。その概要と、既に実践
している企業様の事例について、システム導入を支援している大塚商会の
エンジニアが解説します。

業務自動化



S31
デジタル技術をMIXして製造現場を変える！
～ヒト・モノの最適化で生産性向上～

株式会社大塚商会　
CADプロモーション部 土江 祐介

世を席巻している「デジタル化」のメリットの一つとして、「課題の可視化」
が挙げられます。製造現場で見れば、ヒトが介在する作業の生産性や工作
機械の稼働状況をデジタル技術によって正確に把握し、「現在の課題」を明
らかにできます。さらに、工場シミュレーションソフトを使うことで、よ
り生産性の高い設備レイアウト・搬送方法を検討できます。さまざまなデ
ジタル技術を組み合わせて、PDCAを回し、製造現場の生産性向上を図る
方法をご紹介します。

エンジニアリング

S35
エンジニアリング部門の課題を解決！
3D設計環境のDXを実現する
CAD on AVDの魅力に迫る！

株式会社大塚商会
CADプロモーション部 藤田 昌弘

製造業におけるDXの必要性が問われる昨今、それと共にシステムプラッ
トフォームのクラウドシフトが求められています。しかし一方で、データ
容量が大きい3DCADは、内部、外部含め、取り回しに多くの制約条件があ
り、お客様の変革の阻害要因になっていました。そこで本セミナーでは、
PLM、PDM、3DCADのクラウド化をすることによる、新たな設計環境を
お伝えします。

エンジニアリング S39
モノづくりDXのカナメとなる
BOM構築と流用化・標準化設計

株式会社大塚商会
本部SI統括部製造SP　コンサルタント 谷口 潤

製造業のDX（デジタル革新）を実現するうえで、設計段階でのエンジニア
リングチェーンと、製造段階でのサプライチェーンのデジタル化による強
化が重要となります。そして、その両方を一気通貫で実現するためには、
BOM構築が必須となります。本セミナーでは、BOM構築を中心にDXを
実現するための基盤づくりについてご紹介します。

エンジニアリング

S38
設備BIMを建築設備CAD
「Rebro」から始めませんか

株式会社 NYKシステムズ
営業部  石𣘺 朋也 氏

設備BIM対応CADソフトとしての地位を確立し、順調に業界シェアを伸
ばしている「Rebro（レブロ）」をご紹介します。DXへの第一歩として、3次
元CADを始めませんか？

エンジニアリング

S36
基礎から解説！ 
製造業BIM/CIMへの取り組みについて

株式会社大塚商会
首都圏PLMサポート2課 内田 竜哉

近年、建材メーカー様・機器メーカー様を中心にさまざまな製造業のお客
様から「BIM対応するにはどんな準備が必要か？」といったお問い合わせ
が増えています。本セミナーではBIMの概要から業界動向、BIMパーツ提
供時の必要な要件を、BIM構築・運用に対して実務で経験豊富な大塚商会
エンジニアが分かりやすく解説します。製造業のお客様でも「BIM」を契
機に新しい「融合」ビジネスを創出しませんか？ 

エンジニアリング

S32
実製品、治工具製作に新たな手法を　
ものづくりのデジタル化を加速する
最新ソリューション

株式会社大塚商会
CADプロモーション部 波床 喜史

3Dプリンターをさまざまな工程で活用することは、現在では経営戦略の
一つとして多くの企業で考えられています。本セミナーでは、従来機械加
工が中心だった治工具や実部品製作の新たなものづくり手法として、高い
再現性・生産性を誇る3Dプリンターを中心に、3Dデータの活用をご紹介
します。従来の工法や仕事の流れにとらわれず、新たな発想で製造工程を
見つめ直してみませんか？

エンジニアリング

大塚商会 
DXオフィス オンライン
業務やインフラ環境などの課題を
解決するヒントが見つかる！


