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今月のおすすめを
チェック！

10
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

製造業・建設業様
向け

お教え
します！

3DCADデータ
活用術！

設計開発全体の最適化と、競争力強化を実現する具体的な手法とは？
SOLIDWORKSで価値ある商品を作り出す秘訣とは？
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

【CIM、i-Construction実践講座】Autodeskソリューションをおすすめするポイント～点群活用編～
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H04

J01

E03
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多拠点・多店舗の
間接材購買における
“ありがちな課題”を
クラウドで解決！
総務・購買・店舗管理者様、必見です！

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

【CIM、i-Construction実践講座】
Autodeskソリューションを
おすすめするポイント～点群活用編～
CIM、i-Constructionの対応を
検討されている方必見！

全社情報活用への近道！ 
誰もが使えるBIとは？
導入企業多数！

「Adobe Creative Cloud」と連携！
プレゼンにも強い見栄え良い
画像セレクトとコンテンツ作成テクニック

標的型攻撃対策
ソリューションのご紹介！

「FortiSandbox」で
未知のウイルス対策も実現！

もうナレーターはいりません、
自分で音声作成してみませんか？
デジタルサイネージやeラーニングコンテンツ用に、
オリジナルの音声作成ができます

「音声合成ソフト／ボイスソムリエ」

店舗の実行力アップで
売り上げアップ。
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？

物流改革の進め方
物流改革を進めてみませんか

バックアップを考える。
ウイルス、災害に備えるバックアップ運用！
仮想テープバックアップ

「HPE StoreOnce」なら
既存運用も変更いらず

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？

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！

複数の事業所や店舗を展開する多くの企業で、事務
消耗品、工具、梱包資材、ユニフォーム、販促品といっ
たいわゆる“ 間接材”の調達・購買の業務効率化、コス
ト低減、管理強化への取り組みが注目されています。
本コースでは、お客様によく伺う課題を共有させてい
ただいたうえで、当社のソリューションの概要および
導入事例をご紹介します。

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。

本セミナーでは点群の利活用をテーマに、AECコレクション
に含まれている「ReCap 360 Pro」、「InfraWorks 360」、

「Navisworks」のAutodeskソリューションを使って、新機
能を織り交ぜて、デモンストレーションや事例とあわせてご
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。

「Photoshop」や「Illustrator」で画像を使ううえで、一から素
材を用意するのは大変です。ビジネスにおけるプレゼンをは
じめ写真の見栄えは他社に打ち勝つ、重要な要素の一つです。

「Adobe Creative Cloud」と 連 携 し た 新 サ ー ビ ス「Adobe 
Stock」を使えば、見栄えの良いロイヤリティフリー画像を
5000 万点以上の中から利用できます。本セミナーでは、ビジネ
スで即使える「Adobe Stock」を利用したコンテンツ作成のポ
イントと、実際に利用し、成功した生の声を多数ご紹介します。

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。

音声合成は、機器類の音声ガイダンスや、公共交通機関・防
災関係のアナウンスなど、幅広い分野で利用されています。
本セミナーでは音声合成の利用シーンをご紹介し、手軽に
音声合成を作成できるデモンストレーションや、企業活動
での活用事例をご提案します。

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でません。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。

企業が物流改革の必要性を言い始めてから、既
に10 数年になりますが、ほとんどの企業はまだ
まだ物流改革が推進できていないのではないで
しょうか？ 物流改革を推進すれば、製造・卸売業
では売上金額の1％、物流企業は20％の削減が
実現できる可能性があると言われています。分
かりやすく物流改革の手順を解説します。

バックアップ失敗事件をひもとくと、復旧を見据えた
“ 真に使えるバックアップ”を実現する手前にはいく
つもの課題や落とし穴が存在していることが分かり
ます。本セミナーでは、企業で実際に起こったバック
アップ失敗事件をピックアップ。事件の裏側にある
バックアップの課題と、解決へのヒントを探ります。

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。

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。

●経営者様、経営幹部、情報システム管理者様向け

●業種を問わず、営業・総務部門のお客様向け

●自社で物流業務をされている製造・流通業のお客様向け
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10/4（火）【A03】・10/14（金）【E01】コースと同一内容です。

好評につき再演！

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！ 10
 月号

多店舗展開企業向け 多店舗展開企業向け 建設業向け

印刷・Webクリエイター向け

BI

セキュリティ

音声ファイル作成

多店舗展開企業向け 物流改革

バックアップ 多店舗展開企業向け

タブレット活用・検査点検業務

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！

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。



ビルメンテナンス業様向け　
物件収支管理ソリューションのご紹介
請求漏れはありませんか？ 
利益は把握できていますか？

残業時間を約8％削減！ 
ポイントは照明コントロール！
照明制御で上げる生産性

バックアップを考える。
ウイルス、災害に備えるバックアップ運用！
仮想テープバックアップ

「HPE StoreOnce」なら
既存運用も変更いらず

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お教えします
人事総務の責任者様・ご担当者様必見！

人事のプロフェッショナルによる
「総額人件費適正化セミナー」
人件費の総額・コストの適正化により、
企業の成長を加速させる

社員を育て、絶対に辞めさせない
人事制度セミナー
人事（評価）制度で
ビジネスの成長を加速させる

標的型攻撃の被害は
大企業だけではない！ 
まずは攻撃を受けていないかの
現状把握から！
監視・防御・情報流出の対策をシンプルに

介護記録から請求業務まで
「紙とシステムを併用した」
一気通貫で業務負荷軽減を！
管理者様、施設長、事務長様必見！ 
職員満足度を向上させるために
記録システム導入は効果があるんです！

便利なオンラインストレージに
安心を、これでワークスタイルが
変わる！
法人向けオンラインストレージに
必要な要素をワンパックで

SOLIDWORKSで
価値ある商品を
作り出す秘訣とは？
革新的な製品の開発に成功した
お客様の事例をご紹介！

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

設計開発全体の最適化と、競争力強化を
実現する具体的な手法とは？
製造業におけるビジネス目標の
達成と業務課題を解決に導く

「Autodesk Product Design Collection」

バックアップを考える。
ウイルス、災害に備えるバックアップ運用！
仮想テープバックアップ

「HPE StoreOnce」なら
既存運用も変更いらず

管理者必見！ 
介護職員の負担軽減と
モチベーションを高める方法
管理者様、施設長、事務長様必見！

設計開発全体の最適化と、競争力強化を
実現する具体的な手法とは？
製造業におけるビジネス目標の
達成と業務課題を解決に導く

「Autodesk Product Design Collection」

ここだけはおさえたい！ 
生産管理システム選定までの
重要なプロセスについて

人事業務の効率化は
事例から学びましょう！
人事部門向けセミナー

30分でお教えします！ 
「Qlik Sense」でレポート作成
データ分析ツール

「Qlik Sense」の使い方　
ビジュアライゼーション編

オンプレミス・ホスティング・
ハウジングより「やっぱりクラウド」が
オトクであんしん！
ファイルサーバーもメールサーバーも、

「たよれーる Office 365」＆「Azure」なら大丈夫

施設運営の
安全確保に求められる
第一歩とは？

「IBM Notes/Domino」のライセンス
知らずに損していませんか？
一部だけクラウドに、
これってワガママ？

「Windows Server 2016」
ライセンス体系のご紹介
最新情報をご紹介

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。

「周りの人が残業しているので、何となく自分も
残業してしまう。」「残業を減らす施策を打って
も、なかなか持続しない。」など、残業がなかなか
減らずお困りの総務ご担当者様も多いと思いま
す。本セミナーでは、照明コントロールに特化し
た、プラグワイズを活用した照明コントロール
をご紹介します。また、同製品を利用した節電対
策なども具体的にご紹介します。

バックアップ失敗事件をひもとくと、復旧を見
据えた“ 真に使えるバックアップ” を実現する
手前にはいくつもの課題や落とし穴が存在して
いることが分かります。本セミナーでは、企業で
実際に起こったバックアップ失敗事件をピック
アップ。事件の裏側にあるバックアップの課題
と、解決へのヒントを探ります。

2015 年12 月より「ストレスチェック義務化
法」が開始されました。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僅かな状況にあ
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。

経営戦略において人事制度と賃金方針を明確に
するために、「報酬と総額人件費の違い」「人事制
度と人件費戦略」「労働分配率から考える経営人
事」などをテーマに人件費の考え方を多角的にご
紹介します。

自社の人事制度は大丈夫なのか？をお話ししつ
つ、「人事制度に求められる三つの視点」「制度導
入すると得られる離職防止以外の効果」「会社を
発展させる人事制度3点セット」といった人事制
度の要諦についてご紹介します。

標的型攻撃とはどのようなものかご存じです
か？ 被害が発生すると「機密情報」や「信用」は
奪われ、業務停止や売り上げ減少などの損失につ
ながってしまいます。本セミナーでは標的型攻撃
を受けるとどういったことが起きるかを実際に
被害にあった事案から解説し、その対策について
国や市場の動きとあわせてご説明します。

相談、実績登録、記録業務、請求業務と日次・月次
でさまざまな事務処理が発生し、紙文化の多く
残っている介護現場。各業務をシステム化し連
携させることで、二重入力や転記、伝達などの業
務負荷が軽減されます。ケア時間を増やしたり、
残業を減らし職員のモチベーションアップにつ
なげていただくために一気通貫した介護業務ソ
リューションをご紹介します。

本セミナーでは、法人向けオンラインサービス、
「たよれーる どこでもキャビネット」を使った業
務改善例をご紹介します。反面、セキュリティに
対する不安を抱え、導入に踏み切れないお客様
がいるのも事実です。そうした不安を一掃するた
め、9 月16 日にセキュア版をリリースしました。
便利＋安心のソリューションをご紹介します。

リリースされてから約20 年。SOLIDWORKS は世
界中でさまざまなお客様にご使用いただいています。
本セミナーでは、その中でもSOLIDWORKS をもの
づくりに活用することで、今までになかった革新的
な製品の開発に成功されている複数のお客様の事例
を、インタビュー動画を交えてご紹介します。また事
例の中で紹介された、SOLIDWORKS の効果的な機
能や活用方法についてデモンストレーションを交え
てご紹介します。

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 で作業をされておられる方は、必見
です。

製造業においては、コスト削減・生産性向上・競争力強化・
品質向上といった課題への取り組みに加え、「将来の変化
に向けた対応」も求められています。こういった課題を解
決し、またビジネスにおける目標を達成するために、新た
に製造業向けにリリースされた「Autodesk Product 
Design Collection」はプロフェッショナルな製品設計
や工場レイアウトのための、製造業のお客様にとって必要
なツールが全て含まれているエンジニアリングツールで
す。本セミナーでは、この「Autodesk Product Design 
Collection」による解決手段についてご紹介します。

バックアップ失敗事件をひもとくと、復旧を見据
えた“ 真に使えるバックアップ” を実現する手前
にはいくつもの課題や落とし穴が存在している
ことが分かります。本セミナーでは、企業で実際
に起こったバックアップ失敗事件をピックアッ
プ。事件の裏側にあるバックアップの課題と、解
決へのヒントを探ります。

本セミナーでは、介護職員の負担を軽減し、モチ
ベーションを高める事例をお伝えします。職員
の満足度を高め、離職率の低減を目指したい経
営者・管理者様はぜひお越しください。介護職員
が抱えている「人手不足」「休みが取れない」「休
憩が取りにくい」といった不満については、生
産性向上によるアプローチをご紹介します。ま
た、職員の自信とやる気を引き出す方法として、
日々の現場の中で実践できるプログラムをご紹
介します。

製造業においては、コスト削減・生産性向上・競争力強化・
品質向上といった課題への取り組みに加え、「将来の変化
に向けた対応」も求められています。こういった課題を解決
し、またビジネスにおける目標を達成するために、新たに製
造業向けにリリースされた「Autodesk Product Design 
Collection」はプロフェッショナルな製品設計や工場レイ
アウトのための、製造業のお客様にとって必要なツール
が全て含まれているエンジニアリングツールです。本セミ
ナーでは、この「Autodesk Product Design Collection」
による解決手段についてご紹介します。

生産管理システムの導入は何年かに一度の一大イベ
ントです。IT が普及・浸透してきた昨今、システムは
経営における重要なツールとしての位置付けにとど
まらず、導入そのものが、業務改善の手段の一環とし
て捉えられています。企業経営のカギを握る生産管
理システムの、検討・選定をどのように推進していけ
ばいいか？ 本セミナーでは、生産管理システムの検
討から選定に至るまでのプロセスでの重要なポイン
トについてお話しします。

人事業務は、毎年法改正があります。マイナンバーの
取得はしたけど、これからどうすれば良いのか？ セ
キュリティは大丈夫？ メンタルヘルスが義務化され
たけど実施や運用はどうするの？ といった大きな課
題から、年末調整の項目変更といった小さな課題ま
で、多くの対応を求められる人事業務では、どこの企
業でも効率化が重要視されています。いかに効率的に
業務を行うことができるのか、事例を中心にご紹介し
ます。

「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。

自社にデータベースサーバー、ファイルサーバーをお持ち
の大多数のお客様、メールやグループウェアもまだまだク
ラウドではなくオンプレミスやハウジング、もしくは従前
のホスティングをご利用中のお客様に日々進化している

「クラウド」だからオトクにさまざまなセキュリティを具現
化可能な点をご紹介します。今回「クラウド」として「たよ
れーる Office 365」＆「Microsoft Azure」をとりあげ、
オンプレミスなら数百万の投資を伴う複製やアーカイブな
ど、さまざまなセキュリティの利点とコストを比較してい
きます！ ぜひご覧ください。

多くのご利用者や職員が利用する施設運営
は、外部からの脅威が常に存在しています。
施設運営の安全確保が、厚生労働省から自治
体に通知されるなど、昨今必要とされてきて
おり、あらためて、外部からの脅威について、
どのような対策をするべきなのか、「見直し
の第一歩」をご紹介します。

30 人のうち10 人だけクラウドを使ってみた
い。SNS やWeb 会議だけクラウドを利用して
しかも「Notes」とも連携して・・・そんな望み
をかなえるライセンスあります。「IBM Notes/
Domino」のメール機能をクラウドに、社内SNS
も始めてみたい、今までの資産は無駄にしたく
ない、それはワガママではありません。当然の要
求にIBM なら応えられます。

2016 年10 月（予定）の「Windows Server 2016」
発売に伴い、これまでのライセンスの考え方が大き
く変わります。インストールは「Windows Server 
2012 R2」など旧バージョンで行う場合でも、今後
購入する場合は変更後のライセンス体系が適用にな
ります。本セミナーでは今回変更される「Windows 
Server」のライセンスにおける変更点を分かりやすく
ご紹介します。あわせて、クライアントアクセスライ
センス（CAL）についてもあらためてご説明します。

●経営企画・財務・人事部門など、人事・人件費管理の
　ご担当者様、経営者様向け

●人事部門のご担当者様、経営者様向け

●全業種様向け

●情報システムご担当者様向け ●情報システムご担当者様向け

10月4日 10月11日 10月14日 10月17日10月5日 10月7日火 火 金 月水 金

A01 D01 E01 F01B01 C01

A02 D02 E02 F02B02 C02

A03 D03 E03 F03B03 C03

A04 D04 E04B04

10:30～11:10 10:30～11:00 10:30～11:10 10:30～11:1010:00～10:30 10:00～11:00

13:30～14:00 13:00～14:15 13:00～13:30 14:30～15:3013:30～14:00 14:00～15:00

14:30～15:10 14:45～15:15 14:00～15:00 16:00～17:0015:00～15:40 15:30～16:00

16:00～16:45 15:45～16:15 15:30～16:0516:30～17:00

40分 30分 40分 40分30分 60分

30分 75分 30分 60分30分 60分

40分 30分 60分 60分40分 30分

45分 30分 35分30分

好評につき再演！

10/14（金）【E01】・10/25（火）【G03】コースと同一内容です。

10/4（火）【A03】・10/25（火）【G03】コースと同一内容です。

10月7日（金）【C02】コースと同一内容です。

10月14日（金）【E03】コースと同一内容です。

大好評！毎月開催 生産管理オンラインセミナー

・・・
・・・

業界系
IT系

セミナーカテゴリー

ビルメンテナンス業向け バックアップ ストレスチェック人事 人事 節電

セキュリティ  介護事業向け オンラインストレージ 製造業向けBI

BI

 製造業向け

バックアップ  介護事業向け 製造業向け 製造業向け人事

クラウド 施設運営 Notes/Dominoサーバーライセンス

・・・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！ 10

 月号

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！

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

「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
大塚商会フェア・
セミナー情報局

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！

※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。


