
● このイベントに関するお問い合わせは・・・ 株式会社大塚商会　オンラインセミナー事務局　　担当：片田・林
TEL：03-5624-8522　E-mail : it-event@otsuka-shokai.co.jp

http://www.otsuka-shokai.co.jp/events/online/お申し込みはホームページから

今月のおすすめを
チェック！

9
月号

無料オンラインセミナーの
情報をいち早くご案内！
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大塚商会

多店舗・多拠点
展開企業様向け
セミナー特集！

店舗の実行力UPで売り上げUP
店舗支援システム「店番長」のご紹介

高圧・特別高圧契約のお客様必見！
新電力から始める電気料金削減ソリューション

～人件費に悩む企業の皆様へ～
労務コストの見直しを図りませんか？

サイボウズ「kintone」事例から学ぶ
店舗のクラウド活用術

店舗ビジネス多店舗化の光と陰
～ローコストで実現する「攻め」のIT活用経営

A01 J03

C03 K01

C04

仕事で即使える
アドビ モバイルアプリ！
20種類近くあるモバイルアプリの中から、
実務で即使える「うまい」使い方を
解説します

繰返加工型の中堅・中小製造業様、必見！「収益改善」
に向けた生産管理手法をご紹介します
中堅・中小製造業様を応援する
業種・業態別生産管理システムセミナー

サイボウズ「kintone」事例から学ぶ
店舗のクラウド活用術
FAX・メール・LINE
そろそろやめませんか？

CIM、i-Constructionのための
建設業界向けAutodesk最新ソリューション

「AECコレクション」
CIM、i-Constructionの対応を
検討されている方必見！

標的型攻撃対策ソリューションの
ご紹介！
標的型攻撃の脅威から企業を守る、
ネットワークの対策ソリューション

リアルタイムなデータ分析で
営業プロセスを可視化する！
～国内シェアNo.1（注1）ツールを持つメーカーの
　BI活用事例ご紹介～

業績をゼッタイ向上させる
「あしたの人事評価」
～クラウド型運用
　“おせっかい”による人事評価のPDCA実現～

高圧・特別高圧契約のお客様必見！
新電力から始める
電気料金削減ソリューション
病院・介護施設のお客様、ぜひご覧ください！

全社情報活用への近道！
誰もが使えるBIとは?
全社で使えるBI基盤「WebFOCUS」のご紹介

タブレット活用システムの決定版！ 
検査・点検システム「i-Reporter」の
活用事例のご紹介
建設・工場・保守メンテナンスの現場における
検査・点検業務を大幅に効率化！

タブレットを活用して、
働き方変えてみませんか
ワークライフバランスの決定版

無償で手に入るアドビ モバイルアプリで、クリエ
イティブ制作の効率 UP！全国にファンが多い、
アドビの大人気プロ講師が即使える「上手な」
モバイルアプリの活用方法をご紹介します。

裾野の広い製造業において、自動車部品や電子部品をはじ
め、日用品や食料品などの繰返加工型の製造業は、日本のも
のづくりの基盤を支える重要な業態です。しかし、市場環境
はより一層厳しくなるばかりです。本セミナーでは、繰返加
工型製造業の「収益改善」をテーマに「在庫削減」「回転率向
上」「トレーサビリティ」「原価管理」などの生産管理の業務改
善について考えていきます。同時に、業態にマッチした生産
管理システムを活用した管理手法も交えてご紹介します。

FAX やメール・LINE などさまざまなツールで、本
社から店舗、店舗から本社、店舗間のやりとりをして
いないでしょうか。 店舗は通達・連絡が多く整理で
きない、本社は集計業務が大変、エリアマネージャー
は巡回報告に追われ大変、など多くのお悩みがある
かと思います。 本セミナーでは、そんな悩みをクラ
ウドサービス「kintone」でまるっと解決する方法を、
事例を交えてご紹介します。

8月にAutodeskから建設業向け最新ソリューション
「AECコレクション」がリリースされました。本セミ
ナーでは、このソリューションに同梱されている製
品群のうち、CIM、i-Constructionで活用される製品
をピックアップしてデモンストレーションを交えて
ご紹介します。

取引先個人情報、機密情報の漏えいなどにより企業
組織が受ける損失は計り知れないものとなっていま
す。漏えいをしてしまった場合には4 年以下の懲役
など、厳格な罰則が規定されていますが、必要なセ
キュリティ対策は施せていますでしょうか。本セミ
ナーでは事例をあげながら、入口、出口、運用での対
策をご紹介します。

BI ツールのメーカーであるウイングアーク1st 株式会社にお
いても例外ではなく、営業の業務効率を上げ、売り上げを向上
させるためのさまざまな取り組みを実施してきました。激し
い市場変化の中、人の考えとシステムの壁など多くの難題に
ぶつかり試行錯誤を繰り返してきましたが、ようやく現在の
“営業プロセス管理” に辿り着き、説得感を持ってBI ツールの
活かし方をお伝えできる状況に至りました。本セミナーでは、
ウイングアーク1st株式会社の“営業プロセス管理” 手法をお
伝えします。

「社員の労働生産性を高めたい」　「管理職を育成したい」
「採用力を向上させたい」　　　　「離職率を低減したい」
といった「人」に関する経営課題をお持ちではないでしょ
うか？これらの課題は、人事評価制度の適切な運用で解決
していくことが可能です。全国700 社以上に導入実績を
持つ「あしたのチーム」が、その全容をお伝えします！

2016年4月に電力の小売りが全面自由化されたこ
とを受け、高圧・特別高圧分野の自由化もあらためて
注目を集めています。本セミナーでは、そもそも電力
自由化とは何なのかを解説し、そのメリットや注意点
などを分かりやすくご紹介します。また、LED照明・
照明制御・空調自動制御による電気料金削減ソリュー
ションもあわせてご紹介します。

データ量の増加、BI ニーズの増加に伴い、BI ツールに対す
る期待は高まり続けています。また、その一方でBI ツール
の機能が増えることによって、「使いにくい」などの課題も
同時に増えています。利用者が増え、BI 利用の幅が広がる
中で、システム部は「誰に？」「どんな情報を？」提供する
のか、自社に合った最適な情報活用をデザインする必要が
あります。企業のあらゆる情報活用ニーズに応えるために

「WebFOCUS」でできること（機能）や「WebFOCUS」導
入の効果（事例）をご紹介します。

建設現場・工場・保守メンテナンス現場での巡回点検、
安全チェック、品質検査、業務日報などの業務を、タブ
レット端末を活用して効率化する「i-Reporter」。運
用事例、導入効果と共に、簡単な帳票作成、分かりやす
い入力、セキュリティなどの機能をご紹介します。

自宅・外出／出張先でもインターネットにつながる
iPad・PCがあれば、簡単・安全に電源の切れた「職場
PC」の電源を投入し遠隔操作（リモートアクセス）が
可能です！ 既存ネットワーク環境の変更も必要なく、
まるでオフィスにいるように仕事ができる大塚商会
オリジナル商品「オフィストンネリングキット」をご
紹介します。セミナーを通してリアルタイムでご質問
もできますので、お気軽にご参加ください！

●建設業様、土木業様、建設コンサルタント様向け ●経営者様、経営幹部、情報システム管理者様向け

●BIツールの導入や置き換えを検討中、既存のBIツール利用で課
題、お悩みをお持ちのお客様向け

社員のやる気を引き出せる「絶対評価」を採用し、
超売り手の採用市場で「ゼッタイ勝つ！」

各所で好評の自社事例です！

9月7日（水）【B01】コースと同一内容です。

もう収集は完了しましたか？
集めてみて初めて分かる！
マイナンバー管理、五つの落とし穴
マイナンバーの紙台帳管理は、
いずれ面倒になる!?

マイナンバーを実際に集め終わった企業が、これから
何をしなければならないのか。保管・利用・廃棄といった
管理を行っていくうえで特に注意しなければならない
点を五つにまとめてお話しします。これから収集を開
始する企業も必聴です。

●全業種様向け

（注1）ウイングアーク1st株式会社 様のサイトより

9月27日 9月28日 9月29日火 水 木

H01 J01 K01

H02 J02 K02

H03 J03 K03

H04 J04 K04

10:30～11:15 10:30～11:45 10:30～11:30

13:00～14:00 13:30～14:00 13:30～14:15

14:30～15:30 14:30～15:15 15:00～15:30

16:00～17:00 16:00～16:30 16:00～17:00

45分 75分 60分

60分 30分 45分

60分 45分 30分

60分 30分 60分

大好評！毎月開催 生産管理オンラインセミナー 【実演編】

多店舗
多拠点
様向け

多店舗
多拠点
様向け

全国どこでもあなたの席がセミナー会場に！大塚商会 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に！ 9
 月号

印刷・Webクリエイター向け

タブレット活用・検査点検業務

建設業向け

製造業向け

セキュリティ

クラウド活用

BI

BI電気料金削減

リモートアクセス

人事評価

マイナンバー対策

多店舗
多拠点
様向け

多店舗・多拠点展開企業様向けの

オンラインセミナー開催！
このアイコン
が目印！

多店舗・多拠点展開企業様の「困った」を解決す
るヒントが満載の、オンラインセミナーを開催
します。ぜひご試聴ください！

セミナーラインアップ A01
C03

J03
K01

C04

店舗の実行力UPで売り上げUP 店舗支援システム「店番長」のご紹介
～人件費に悩む企業の皆様へ～労務コストの見直しを図りませんか？
店舗ビジネス多店舗化の光と陰 ～ローコストで実現する「攻め」のIT活用経営
高圧・特別高圧契約のお客様必見！新電力から始める電気料金削減ソリューション
サイボウズ「kintone」事例から学ぶ店舗のクラウド活用術

お申し込み締め切りは、各開催日 2営業日前 13時までとなります。

※会社名、製品名などは、各社または、各団体の商標、もしくは登録商標です。 ※講演内容、タイトル、講師は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。最新の情報は、本紙記載のホームページよりご確認くださ
い。 ※コンサルタント、同業のお客様のお申し込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。  ※Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone、Mac、Mac ロゴ、OS X は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



店舗の実行力UPで売り上げUP
店舗支援システム「店番長」のご紹介
業務指示、100%実行されていますか？

メジャーな汎用アプリケーション、
クラウド化でリスク管理はこう変わる！
オフィス、デザイン、図面の3メジャーを
このセミナーで網羅！必見です

3Dプリンターがもたらす
競争力強化の実現
～3Dプリンター最新情報と
　お客様の活用事例をご紹介～

3Dプリンターがもたらす
競争力強化の実現
～3Dプリンター最新情報と
　お客様の活用事例をご紹介～

もらった領収書を
スマートフォンで撮影!?
規制緩和の内容や最新動向をご紹介します
経理部門・経営企画部門の皆様必見！

今ならできる!　e-文書法に対応した
領収書・請求書のペーパーレス手法
国税関連書類のスキャナ保存に対応する、
具体的なソリューションをご紹介します

まだ間に合う！ストレスチェック義務化
に向けた実務ポイントと効果的な
ストレスチェック方法をお教えします
人事総務の責任者様・担当者様必見！

シリーズ企画「超・初級講座！」
IBM 「Notes/Domino 」をこれから
はじめる人のための【最初の一手】

「いまさら聞けない」内容満載の超・初級講座

シリーズ企画「クラウド」&「モバイル」時代に
IBM 「Notes/Domino」を
もっと活用するための【次の一手】
IBM 「Notes/Domino」 をご利用中のお客様の、
目標や課題に応じた「次の一手」をご紹介

デジタルサイネージを使った
新しい社内情報共有の姿とは？
あなたの会社は情報共有が
うまくいっていますか？

年末調整で、もう残業はしない！ 
大塚商会が実践する
年調の効率化を公開！

Excelを使用した
集計業務の自動化をご紹介！
Excelを自動化して、日々の業務を
簡略化する仕組みを、事例を交えてご紹介

書体メーカー「モリサワ」が
伝えたい文字の話
読みやすい資料を作成したい方へ必見！

サブスクリプションを
バージョンアップで終わらせない！ 
便利な特典に新たなサービスが登場！
使って得するサブスクリプション徹底活用術

～人件費に悩む企業の皆様へ～
労務コストの
見直しを図りませんか？
労務コストマネジメント

［生産管理］実際の導入企業から学ぶ！Part3
システム導入を成功させる秘訣について考える
～パッケージシステムが好きじゃなかった
　お客様がなぜパッケージを選定して
　実稼働を成功させたのか！～

中堅・中小製造業の
失敗しない海外進出と
税務リスク管理方法を考える！
日系企業の失敗事例から学ぶ
海外子会社に必要な管理体制とは!?

一歩先を行くものづくりへ導く新たなコンセプト
設計環境の全貌とその効果とは？
今までにない領域「概念(コンセプト)設計」を
カバーする新製品、「3DEXPERIENCE」のご紹介

店舗ビジネス多店舗化の
光と陰 
～ローコストで実現する
　「攻め」のIT活用経営

もう収集は完了しましたか？
集めてみて初めて分かる！
マイナンバー管理、五つの落とし穴
マイナンバーの紙台帳管理は、いずれ面倒になる!?

30分でお教えします！「Qlik Sense」で
レポート作成【第1回 入門編】
データ分析ツール「Qlik Sense」の
使い方 入門編

ビルメンテナンス業様向け 契約～売り上げ・
請求業務効率化ソリューションのご紹介
請求漏れありませんか？
利益は把握できていますか？

ランサムウェア即効対策！
ネットワークで守ります

「Network Security Platform」（不正侵入検知製品）でセキュリティ強化

地震時の事業継続計画は、
情報収集からはじめましょう！

なかなか業績が上がらないとお悩みの多店舗経営者様、
必見です。業績が上がらない原因は、戦略が100% 実行
されていないからではないでしょうか？業績は、「戦略」
×「実行」と言われます。せっかく、良い戦略を立てても
店舗で実行されていなければ結果は出ません。店舗支援
システム「店番長」を使い、実行力を高める方法をご紹介
します。ぜひ、ご覧ください。

メールやWebサイトは当然のこと、サーバーやストレージがクラウ
ドなのも散見されるようになった昨今クライアントで使う主要な「ア
プリケーション」はどうなっているのでしょうか？大塚商会がさま
ざまなお客様にご提供している仕事道具として「Microsoft Office」

（WordやExcel）、「Adobe Photoshop」など（デザイン）、「AutoCAD 
LT」（図面）の三つがお客様の仕事は違えど、導入されている率の高い
製品となります。クラウドなの？とお思いかもしれませんが、この３
製品とも全てクラウド中心、もしくはクラウドのみになっているんで
す！そこで、今までのパッケージ購入やライセンス購入とクラウドと
の違い、クラウド版にした場合のお客様メリットをひとまとめにお伝
えすると共に、クラウド化の結果「適正利用」が容易に実現し、内部通
報や訴訟リスク対策になることをご紹介します。

既に3Dプリンターは多くの企業で導入が進んでいま
す。ただ、その活用法に頭を抱えている企業が多いこと
も事実です。時代は「造形物を作成する」から「さらな
る造形物の活用」へ移り変わろうとしています。本セミ
ナーでは、「Autodesk Inventor」と3Dプリンターの活
用で競争力強化を実現している企業の事例を踏まえ、
3Dプリンターがもたらす競争力強化、3Dプリンター
の活用意義とその効果についてご紹介します。

既に3Dプリンターは多くの企業で導入が進んでいま
す。ただ、その活用法に頭を抱えている企業が多いこと
も事実です。時代は「造形物を作成する」から「さらな
る造形物の活用」へ移り変わろうとしています。本セミ
ナーでは、「Autodesk Inventor」と3Dプリンターの活
用で競争力強化を実現している企業の事例を踏まえ、
3Dプリンターがもたらす競争力強化、3Dプリンター
の活用意義とその効果についてご紹介します。

2005年e-文書法制定時にそのシンボルとして改定が行
われた電子帳簿保存法、その後のICT推進化の流れの中で、
紙による保存よりも過度に厳格な要件になっているとし
て規制緩和の検討がなされ2015年、16年と2年連続で施
行規則の改訂が行われました。この規制緩和が行われた背
景と、法律が求めている要件の詳細を解説します。そして、
求められる要件を、実際の業務へ取り込むための具体的な
方法について、ポイントを示しながらご紹介します。

電子帳簿保存法の規制緩和により、国税関連書類の電子化
ニーズが高まってきています。本セミナーでは、「eValue 
NS 2nd Edition」を利用した電子保存方法に加え、経費精
算業務の効率化を図るワークフローと「SMILE BS 2nd 
Edition 会計」とのシームレスな連携について具体的にご
紹介します。領収書や請求書など証憑（しょうひょう）類の
保管にお悩みのお客様向けの内容です。

2015年12月より「ストレスチェック義務化法」が
開始しました。しかしながら、制度開始後の現段階に
おいてストレスチェックを実施する体制が整ってい
る企業はまだわずかな状況にあります。本セミナー
では、ストレスチェック義務化法の最新情報や施行
に伴う実施体制構築のポイント、労務管理の側面か
ら見た、ポイントと対策についてご説明します。

「今年から担当することになったけれども用語すら分から
ない。Notes と Domino って違うの？」「アプリケーショ
ン開発をすることになったけれども、Designer ってライ
センスなしで使っていいの？」「今まで使っていたほかの
グループウェア製品と何が違うの？」これから Notes/
Domino をはじめる方向けに、そんな「いまさら聞けない」
内容満載の超・初級講座を開催します。「Notes 経験者立
ち入り禁止!?」の貴重なセミナーです。新任ご担当者様、新
人の皆様、お待ちしています!

IBM 「Notes/Domino」はメール、カレンダーから、お客様
社内の業務アプリケーション、さらにチャットやソーシャ
ル連携までできる最強のコラボレーション・ツールです。
そして、経営者の視点や、ユーザーのワークスタイル上の
必要性に応じて、まだまだ新しい取り組みが可能な拡張
性と将来性があります。「クラウド対応」「モバイル化」「グ
ローバル展開」「ワークスタイル変革」etc...IBM「Notes/
Domino」をご利用中のお客様の、目標や課題に応じた「次
の一手」をご紹介します。

情報化が進む現代、なおも情報の共有不足によって
業務の生産性低下、不十分な意思疎通によるトラブ
ル、通達の不徹底による業務の手戻りなどが相変わ
らず蔓延しています、このような企業は「情報共有
不全症候群」という病気にかかっています。「情報の

『見せる化』」による処方と対策をご説明します。

今回のテーマは、年末調整の効率化です。今年も年末調
整の時期が近づいてきました。思い出したくないこと
ですが、保険料控除の検算作業、最終的に確定した紙の
申告書情報を給与システムに手入力など、いろいろと
手間がかかっていませんか？毎年、残業、残業、また残
業、と大変な業務ですが、実は大きく効率化することが
できる業務なんです。今年こそ、残業なしで年末調整を
乗り切るため、大塚商会も実践する効率化の方法を公
開します。

さまざまなシーンで利用されるExcelですが、マク
ロを使用したり、加工や修正の作業に時間を費やし
ていませんか？本セミナーでは、ノンプログラミン
グで自動化し、Excelを使用した業務を簡素化する
ツール「DataSpider」を事例を交えてご紹介しま
す。IT 部門以外の方でも、日常的にExcelで作業をさ
れている方は、必見です。

文字は読めればいいと思っていませんか？プレゼン
資料、パンフレット、チラシなどを作成するうえで、
必ず必要になるのが文字です。文字を変えただけで
も紙面のイメージを変えることができます。また、情
報を伝えるだけでなく、魅せることもできるのが文
字の特徴です。本セミナーではそんな文字の役割や
特徴など、制作のための基本情報をご紹介します。

近年「サブスクリプション」は提供するメーカーによって、
その意味合いが変わってきています。SOLIDWORKSは、
従来の永久使用できるライセンス形態でのご提供を現在
でも継続しており、SOLIDWORKSでいう「サブスクリプ
ション」は、これまで通りバージョンアップのご提供を中
心とした、ユーザー様向けの便利なサービスです。
※本セミナーは、東京・大阪にて開催された「SOLIDWORKS 

Solution Seminar 2016」で実施したセミナー、7月20日・8 月
23日に実施したオンラインセミナーと同じ内容です。

2013年4月1日改正施行された労働契約法をはじ
め、2016年4月1日施行の労働基準法などの一部改
正など、昨今では労務コストマネジメントに影響する
重要な法律の改正がございます。コンプライアンスと
経営の両立を図ることが求められる中で、人事・総務
として今後の実務（労務コストマネジメント）に生か
せるよう、就業管理システム「勤次郎」を利用し、分か
りやすく解説します。

システム導入〜稼働には、いくつかの重要な要素やポ
イントがあります。本セミナーでは、実際の導入企業
様にご出演いただき、その実例を交えて成功させる秘
訣について皆様と一緒に学んでいきたいと思います。

講師：BDO税理士法人　移転価格担当パートナー　田村 敏明 氏
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社　A.S.I.A.事業部

コンサルタント　春山 雄一郎 氏

講師：株式会社大塚商会　本部SI 統括部  　製造SP　柵山 英之
株式会社大塚商会　業種SIプロモーション部　篠田 直男

　　　  株式会社ナリヅカコーポレーション
　本社オフィス長　海老原 基 氏（特別出演）

海外進出の予定がある中堅・中小製造業の経営層の
皆様に対して、海外進出をする際によくある経営管
理上の問題や税務上のリスク、海外子会社の不正な
どのリスク管理について、失敗・成功事例を交えて具
体的に解説します。

従来SOLIDWORKSでは難しかった詳細設計よ
り前のコンセプトやデザインの検討段階から直
感的でパワフルな単一モデリング環境をご提供
します。従来より短い時間で設計品質を向上さ
せ、ものづくりプロセス全体の最適化を促進する

「SOLIDWORKS Conceptual Designer」
「SOLIDWORKS Industrial Designer」をご紹介
します！
※本セミナーは、東京・大阪にて開催された「SOLIDWORKS 

Solution Seminar 2016」で実施したセミナーと同じ内容です。

経営コンサルティングとして4,100 社の導入実績
を持つNIコンサルティングが公開する「なるべく」
お金をかけずに実現する多店舗展開経営実践ノウハ
ウ。市場縮小の中、多様化する消費者ニーズをいかに
捉えるか？多店舗経営、競争力の決定要素とは？店
舗が増えてくると顕在化する問題とは？考え方だけ
ではなく、解決方法まで具体的にご紹介します。

マイナンバーを実際に集め終わった企業が、これから何をし
なければならないのか。保管・利用・廃棄といった管理を行っ
ていくうえで特に注意しなければならない点を五つにまとめ
てお話しします。これから収集を開始する企業も必聴です。

「Qlik Sense」とはデータを簡単な操作で視覚化し、分析
できるインメモリーBIツールです。本セミナーでは「Qlik 
Sense」のクラウド版である無料の「Qlik Sense Cloud」を
用いて、積み上げ棒グラフ、散布図、ツリーマップ、ピボット
テーブルなどのチャート作成方法をご紹介します。

お客様への見積りから契約、作業の実施から月々の請求業務
に至るまで契約に基づき業務が流れるビルメンテナンス業
様。Excel や手書き運用で効率が悪いとお感じになったこと
はありませんか？本セミナーでは、これらの業務効率化を支
援するのはもちろん、現場ごとの収支管理などビルメンテナ
ンス業様の業務をトータルにサポートする販売管理システム

「B.M.Manager」をご紹介します。

敵を知ることがセキュリティを守るためには重要です。悪質化す
るランサムウェアの脅威の最新情報をご紹介し、企業が必要な対
策のポイントを解説します。「自社のセキュリティ対策に不安があ
るが、次にどんな対策が？」というご担当者様に、次の一手をご紹
介します。不正侵入検知製品「Network Security Platform」は、
現在のネットワーク構成を変更することなく追加設置でき、高度
なセキュリティ対策を実現できます。製品の無償貸し出しも行っ
ています！

今回のテーマは、安否確認です。大雪・台風・地震などの自然
災害時の事業継続から、情報システムトラブルなどの危機管
理まで、企業の事業継続計画（BCP）では、さまざまな事象に対
応できる強さが必要になっています。東日本大震災以降、事業
継続計画（BCP）が中途半端になっていたり、実効性の乏しい
ものになっていたりと、お客様からご相談を受けることが多
くなっています。どうすれば企業は、迅速に対応ができるので
しょうか？マニュアル作成よりも有効なのは、実は、情報を早
く集める体制と言われています。その重要性と対応策につい
てご紹介します。

●経理部門、経営企画部門様向け

●製造業、メーカー、そのほか一般企業様向け

●一般企業で販促物を制作しているご担当者様向け

●全業種様向け

●標的型攻撃、ランサムウェアの対策を検討している企業様向け

9月29日（木）【K04】コースと同一内容です。

9月16日（金）【E01】コースと同一内容です。 9月9日（金）【D01】コースと同一内容です。

9月6日 9月8日 9月9日 9月16日 9月21日 9月23日

9月7日

火 木 金 金 水 金

水

A01 C01 D01 E01 F01

F02

F03

F04

F05

G01

C02 D02 E02 G02

C03 D03 E03 G03

C04

B01

A02

B02

A03

B03

13:30～14:00 10:30～11:30 13:00～14:00 13:00～14:00 10:00～11:00

11:30～12:00

13:20～14:00

14:30～15:10

15:30～16:10

11:00～11:40

13:30～14:00 14:30～15:00 14:30～15:10 13:30～14:30

14:30～15:00 16:00～17:00 16:00～17:00 15:00～16:00

15:30～16:15

10:30～11:30

15:00～15:30

13:20～14:00

16:00～16:30

14:30～15:00

30分 60分 60分 60分 60分

30分

40分

40分

40分

40分

30分 30分 40分 60分

30分 60分 60分 60分

45分

60分

30分

40分

30分

30分

好評につき再演！

好評につき再演！

IT部門以外の方も注目！

多店舗
多拠点
様向け

多店舗
多拠点
様向け

多店舗
多拠点
様向け

大好評！毎月開催 生産管理オンラインセミナー 【事例編】

・・・
・・・

業界系
IT系

セミナーカテゴリー

多店舗展開企業向け

多店舗展開企業向け

IT・ライセンス管理

労務コスト削減

電子帳簿保存法

e-文書法

情報共有

Notes/Domino

Notes/Domino

BI

年末調整

製造業向け 製造業向け

製造業向け 製造業向け

製造業向け

製造業向け

BI

セキュリティ

 BCP

マイナンバー対策

フォント・書体

ストレスチェック

ビルメンテナンス業向け

・・・情報番組系
大塚商会 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に！ 9

 月号

大塚商会 オンラインセミナーは…

大塚商会　オンラインセミナー 検 索
会議室で放映すれば・・・

会社の仲間とみんなで受講できます！

「セミナー講師の熱演をTVのように、自席で簡単にご覧いただくことができる。」
「セミナー中にアンケートを実施し、参加者全員で共有できる。」
「チャット機能を使って、お客様からの質疑応答にお答えする。」
･･･このような、視聴者参加型のオンラインセミナーです。

Facebook
ご活用ください！

大塚商会が
運営する

公式サイト

大塚商会
毎日お届けIT情報

大塚商会の
経営支援サービス

ERPナビ CADJapan
.com

SOLIDWORKS
活用研究会

今すぐ
「いいね！　  」して
最新情報をゲット
しましょう！

大塚商会のERPの総合情報サイト

ERPナビ

ERPNAVI 検 索

統合基幹システム・ERPパッケージなら
大塚商会の【ERPナビ（ERPNAVI）】。
ERPナビではさまざまな業種・業務の課題を解決する
ERPパッケージをご紹介しています。

http://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/

最新情報を
チェック！

詳細はWebを
チェック！

製造業様向けの
イベント案内、製品紹介、
専門家によるコラムなど、
情報が満載！

生産管理NAVI
全ての製造業を成功へと導く

生産管理ナビ 検 索

※会社名、製品名などは、各社または、各団体の商標、もしくは登録商標です。 ※講演内容、タイトル、講師は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。最新の情報は、本紙記載のホ ームページよりご確認くだ 　さい。 ※コンサルタント、同業のお客様のお申し込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。  ※Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone、Mac、Mac ロゴ、OS X は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。


