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今月のおすすめを
チェック！

12
月号

無料オンラインセミナーの
情報をいち早くご案内！ Photo by Youichi Suda

大塚商会

Excelなどの
身近なITを、
より効果的に活用！

岡崎 奈美 氏
株式会社 セゾン情報システムズ

上原 智宏 氏
株式会社 セゾン情報システムズ

Excelなどの
身近なITを、
より効果的に活用！

プログラムを書くことなく、データ活用をご支援するツールのご案内！
講師：岡崎 奈美 氏が、デモンストレーションや事例を交えてご紹介します。

Excelを使用した集計業務の自動化をご紹介！E02

店舗の「見える化」をカメラで実現！
防犯にも役立つ、
モニタリングカメラの活用
多店舗の運営管理に
きっと役立つ仕組みをご紹介！

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

何に使う？ どこまで“楽”になる？ 
タブレットを仕事に役立てる方法
タブレット活用、まずはここから！

標的型攻撃と戦う
～標的型攻撃から組織を守るために
　必要な対策とは？～
ランサムウェアなどの標的型攻撃対策の
第一歩はPC管理から！

開発者が語る、
デジタルサイネージ（電子看板）で
社内が変わる！ 売り上げが上がる！
単なる電子看板にとどまらない、
デジタルサイネージ。訴求力が18倍に！

［生産管理］実際の導入企業から学ぶ！ 
≪2016年度 総集編≫
導入企業が生出演で語った

「システム導入の成功ポイント」総集編！

実演から学ぶ
サイバー攻撃の脅威と対策
ウイルス感染から情報漏えいの
プロセスを実演！

【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～構造物作成編～
CIM、i-Constructionの対応を
検討されている方必見！

多店舗での車両管理はこれで解決！
クルマを使ったそのお仕事、
ナビタイムで効率化！
ビジネスナビタイム 動態管理ソリューションで
業務効率を上げる方法とは

電気代がグングン下がる！ 
3本の矢とは？
新電力・LED・照明制御で
徹底コスト削減

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！

2016年、気になるIT出来事総まとめ
Windows 10やクラウド、
もう？ まだ？ ココだけ観れば
今年が掴める！

店舗管理や防犯対策にお困りではありません
か？ 本セミナーでは最新のネットワークカメ
ラのご紹介から、さまざまな業種の店舗で導入
が進むモニタリングシステムの事例をご紹介し
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。

「タブレット活用」を考える企業様が年々増えてい
る一方、OS やソリューションの選定という始め
の一歩でつまずいている企業様も多いのが実態
です。本セミナーではタブレット活用にあたり、最
初に知っておきたいノウハウを具体的なソリュー
ションを通してご紹介します。

近年、企業や組織が保有する個人情報や機密データなどを
狙った標的型攻撃の手口は、巧妙化・悪質化しています。そ
の対策は非常に困難だと言われており、実際、標的型攻撃
に対しては一つの対策ではなく、さまざまなソリューショ
ンを組み合わせた多層防御対策を行うことが必要です。本
セミナーでは、最新の標的型攻撃の手法や、標的型攻撃の
フェーズごとに「SKYSEA Client View」を利用した対策
例をご紹介します。また、新バージョンで強化された標的型
攻撃対策に有効な機能もあわせてご紹介します。

2020年東京オリンピックに向け、総務省が積極的に導入
推進している、デジタルサイネージ。そんなデジタルサイ
ネージ業界で活躍する開発者ご本人様たちに、今回特別に
インタビューすることができました。開発者のみが知る本
当の、デジタルサイネージの有効活用方法をご紹介します。

開発者：サイバーステーション株式会社
木谷 竜太 氏／三林 豊 氏

インタビュアー：株式会社大塚商会　
モバイルプロモーション課　井上 寛基

2016 年は実際の導入企業3 社にご出演いただき、自社の
実例を交えて導入を成功につなげたポイントを本音で語っ
ていただきました。視聴者の皆様からも多くの気づきを得
られたなど、大好評の内容でした。そこで今回は、総集編と
してこの3社の挑戦をあらためてふり返り、皆様と一緒に

「システム導入～稼働における重要な要素やポイント」につ
いて考えていきたいと思います。

講師：株式会社大塚商会　本部SI統括部　製造SP
岡浦 智博／柵山 英之

業種SIプロモーション部　篠田 直男

サイバー攻撃全体の手法や背景など、参考になりそ
うな情報を前段にお伝えし、主に標的型攻撃をメイ
ンとして話を進めます。実演はメール添付ファイル
を実行し、ウイルスに感染するところから実際情報
が漏えいされるまでの流れを実際のマルウェアと実
演のための作成したプログラムを用いて分かりやす
く実演と説明を行います。まとめとして対策と参考に
なるセキュリティ製品をご紹介します。

今回は橋梁下部工など構造物作成をテーマに、
「Architecture, Engineering & Construction 
Collection」に含まれている「Revit」、「Navisworks」
を中心に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。

本セミナーでは、配送業・保守メンテナンス業・医療
介護など、車を利用した業務を行われている企業様
に対し、「NAVITIME」の経路検索技術を法人向けに
最適化した「ビジネスナビタイム動態管理ソリュー
ション」を利用して、業務課題を解決する方法や業務
を効率化する方法をご紹介します。

電気代を徹底的に、手間なく下げたい方必見！ 
本セミナーでは、新電力・LED・照明制御を組み
合わせ、お客様の電力コストを大きく削減でき
る方法を、事例も踏まえてご紹介します。さらに
節約できた費用をIT 投資に回し、営業効率アッ
プを実現できた事例もご紹介します。

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
の業務で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。

標的型や情報漏えいについてはもちろん、「Windows 10」
のアップデートで何が起きたのか？ 今お客様先ではどう
なっているのか!? など、さまざまなニュースから講師が独
断でチョイスし解説。あわせて、今後どのようにそれらを取
り入れる（入れない）べきか、おすすめの方向性をあわせて
ご紹介します。さらに、年末ならでは！ランサムウェア対策
のバックアップサービスや、AdobeやOfficeの月額版な
ど講師おすすめのサービスについて、お試し特典やノベル
ティプレゼントをご用意！新しい年から便利なITを始めた
い方、ぜひご覧ください。

●経営者様、情報セキュリティご担当者様、一般社員様向け ●建設・土木業様、建設コンサルタント様向け

●運送業、メンテナンス業、訪問医療／介護業などを中心に、
　ドライバーが複数名いて、配車をしている多店舗企業様向け
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大好評！毎月開催 生産管理オンラインセミナー【事例編】

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

12月8日（木）【C04】コースと同一内容です。

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！ 12
 月号

バックアップ

電気料金削減

建設業向け

2016年クラウド総まとめ

タブレット活用

セキュリティ

デジタルサイネージ

製造業向け

モニタリングカメラ

セキュリティ

車両管理

タブレット活用・検査点検業務

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。



事例に学ぶ！変化する中国市場で
勝ち抜くためのIT活用術
中国進出企業様向け

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

障がい者・高齢者福祉施設の
安全対策の第一歩！

ご存じですか？ 大人気、容量無制限、
セキュア・コンテンツ・
プラットフォーム「Box」

「Box」とIBMコラボレーション製品との
連携もご案内

【多店舗展開企業様向け】
デジタルサイネージで売り上げを
上げる、新しい広告宣伝術とは
多店舗企業での最先端活用術、
お教えします！

3DCAD「Autodesk Inventor」
便利テクニック塾　総集編　
知って得する便利機能

「Autodesk Inventor」をさらに
活用できる、便利な機能をご紹介！

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

ファイルサーバーはもういらない！
 「Dropbox Business」で
企業のITが変わる理由（ワケ）！
セキュアに、便利に資料を共有！ 
最新ストレージをご紹介！

データ活用にお悩みの方必見！ 
「Toami（トアミ）」活用で効果測定が迅速に！
デバイス制御～システム開発まで
ワンストップでご提供

ビルメンテナンス業様向け　
物件収支管理システムのご紹介
請求漏れありませんか？ 
利益は把握できていますか？

全社情報活用への近道！ 
誰もが使えるBIとは？

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

60分で分かる！
「Windows Server 2016」新機能セミナー
10月に新発売されたばかりの
最新「Windows Server 2016」の
新機能のポイントを60分で！

課題の「見える化」だけじゃない！ 
解決する場所を見せる
第三者データの活用法！
自社データ分析や勘や経験を活かした
施策の効率化・最大化！

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

e-文書法規制緩和！ 
実例から学ぶ！
e-文書法、成功と失敗の別れ道
クラウド版e-文書法ソリューションも
ご紹介

今からでもやるべき！ 
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！

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

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

テレビ会議、Web会議、Skype比較
～専用端末からクラウドまで
　長所と留意点をご紹介～
求めていた最適解がここにあります。

3DCAD「Autodesk Inventor」便利テクニック塾
総集編　知って得する便利機能

「Autodesk Inventor」をさらに活用できる、
便利な機能をご紹介！

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～

新たなUXデザインツール
「Adobe XD」登場！
最も急成長を遂げているUXデザイン

ものづくりコストを削減する
「SOLIDWORKS」での3D設計
それでもまだ
2DCADを使い続けますか？

手遅れになる前に！ 
クラウドだからこそ実現できる
エンドポイントセキュリティ管理術
導入実績46,000社以上に
導入いただいている理由がここに！

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

日本企業にとって中国市場の位置付けは重要で、多くの日
系企業様が中国に進出してビジネス展開をされています。
企業の機密情報を扱うため、中国拠点との密なコミュニ
ケーションの確立を必要としている企業様も多くいらっ
しゃいます。本セミナーでは、中国に進出した多くの日系企
業様が直面する課題である「回線」、「情報セキュリティ」、
などのポイントに焦点をあて、戦略的にIT を活用して中国
で活躍されている企業の事例を交えたIT 活用術をご紹介
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。

多くのご利用者様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、厚労省から安全対策のガイドライ
ンとして通知されるなど、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。

オンラインストレージ市場世界No.1（注1）の「Box」。
日本でも利用され始めています。自社内だけでなく、
取引先との大容量ファイル共有、お客様向けプレゼン
テーションや社員教育、そして既存ファイルサーバー
からの移行など利用シーンはさまざま。IBM コラボ
レーション製品と連携することで生み出される利用
価値もご紹介します。

（注1）出典：「Gartner Reprint」より。

サイネージは動画などのコンテンツを繰り返し再
生するだけの活用にとどまりません。売り上げを
上げるために有効なコンテンツ配信方法や、広告
収益を得るための方法など、サイネージの新しい
魅力をお伝えします。

大塚商会保守サポートの中心拠点「たよれーるコンタクトセ
ンター」にお客様から寄せられた「Autodesk Inventor」に関
するお問い合わせの中から、知っていると得をする便利機能を
ピックアップしてご紹介します。今回は総集編と題しまして、
過去実施分の第1弾から第4弾までの特に好評だった機能と、
新たな便利機能をピックアップしてご紹介します。

「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。

法人向けクラウドサービス「Dropbox Business」
は、単なるファイルストレージではありません。強力
なセキュリティ、高速な同期機能、企業内外のファイ
ル共有や、他社アプリケーション連携などのコラボ
レーション機能により実現する新たなワークスタイ
ルを、デモンストレーションと活用事例を交えてご紹
介します。

IoT 元年と叫ばれて数年・・・日本システムウエアは、IoT 黎明
期ともいえる2013 年以前からこのビジネスに参入しており、
既に50 以上のIoT システム構築を支援しています。機器稼働
状況を遠隔モニタリングし、機器障害時の迅速対応、既存製品
改良や新製品開発への助言となる情報を取得し効果を上げて
いる事例（スマートプロダクト）、工場設備の稼働状況をモニタ
リングし、工場における生産効率化を行っている事例（スマー
トファクトリー）など日本システムウエアが構築した事例を踏
まえ、「Toami」をIoTシステム構築に活用するときの利点を、デ
モンストレーションを交えご紹介します。

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。

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。　　

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、クライアント証明
書に対応したコース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。

新しい「Windows Server 2016」の見どころ、新
機能のポイントをご確認いただけます。史上最小の

「Windows Server Nano Server」、「Hyper-V」の
進化、セキュリティ強化ポイント、ストレージ機能、可
用性向上のクラスター機能、「ADFS」から「Remote 
Desktop Services」までご紹介します。　

日本は人口減少時代に突入し、私たちのビジネスを取り巻
く環境は大きく変化しようとしています。その一方でオー
プンデータやインターネット環境やスマートフォンの普及
により今まで想像できなかったさまざまなビッグデータを
分析に活用できる機会も提供されています。外的環境の状
況を数値で把握することのできる「第三者データ」の有効
性をご紹介します。

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」を事例とデモンストレーションを交え
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。

講師：株式会社 セゾン情報システムズ　HULFT事業部　
マーケティング部　岡崎 奈美 氏

電子帳簿保存法のスキャナー保存の要件緩和によ
り、e- 文書法ソリューションを導入・検討されている
お客様が増えています。本セミナーでは、大塚商会が
これまでの実績の中から導き出した、成功、そして失
敗のポイントを、実際の導入事例を基に分かりやすく
解説します。さらに、クラウドを利用したe-文書法の
管理手法をご紹介します。

従業員50人以上の事業場で義務化されている年1回のス
トレスチェック。本セミナーでは法改正の解説はもちろん
のこと、実務ご担当者様の業務負担軽減につながるヒント
をご紹介します。

生産管理システムの導入を検討されているお客様向けの
セミナーです！ デモンストレーションを交えてご紹介し
ます。

運用に課題はありませんか？ 「バックアップが終わらな
い」「世代管理したいが容量が足らない」「災害対策も検討
したいが費用が・・・」既存運用のまま、時間短縮、簡単世代
管理、災害対策を実現！

専用端末からタブレット端末へ、設置型からクラウドへ、
テレビ会議とWeb 会議の相互接続など、常に進化を続け
るテレビ会議の最新情報をご紹介します。

3DCAD「Autodesk Inventor」の、知っていると得をす
る便利機能をご紹介します。今回は必見の総集編です。大好
評のテクニック塾、お見逃しなく！

残業削減が課題になっていませんか？ 照明制御を利用し
た残業代削減を、事例を交えてご紹介します。最小限の工事
で導入できるので、既設・テナントビルのお客様でも導入
が可能です。多拠点の一元管理にも対応しています。

「Adobe XD」を用いることで、UX のデザイナーはすばや
くかつ簡単にモバイルアプリとWeb サイトを構築するこ
とができます。

3DCADが普及し、多くの製造業で採用・導入されてきた
昨今でも、市場では30％以上の製造業の企業様で3D化が
進んでいない実態があります。しかし、2DCADでの設計に
限界を感じるといったお客様の声もよく耳にします。本セ
ミナーでは、2DCADをお使いのお客様の多くが抱える課
題と3DCADでのその解決方法について、実際のお客様の
事例を交えてご紹介します。また「SOLIDWORKS」を利用
した現状の課題解決にとどまらない、ものづくりのさまざ
まな場面での、3DCADの効果・メリットをご紹介します。

社内LAN に接続できない端末のセキュリティ対策は万全で
しょうか。社内LAN 接続端末のセキュリティ管理はしっかり
行っていても、管理が行き届いていない端末（出先現場や海
外拠点）が狙われ、標的となり情報漏えいが発生する可能性が
あります。クラウド型エンドポイントセキュリティ管理ツール

「ISM CloudOne」を利用し、クラウドの特性を活かした端末の
一元管理術と、セキュリティ対策をご紹介します。

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。

●中国進出企業の経営者様、情報システム・海外事業・総務部門様向け ●多店舗展開企業様向け

●「Autodesk Inventor」を持っているが、まだ使いこなせていないお客様向け

●製造・流通・物流業様、自治体（社会インフラ関連）様向け

●BIツールの導入や置き換えを検討中のお客様・
　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

●情報システム管理者様向け

●「Autodesk Inventor」を持っているが、まだ使いこなせていないお客様向け

●製造業・技術部門の決済権者様向け

●製造業（海外）・建築・設計（出先現場PC）といった、
　インターネット接続しかできない端末を保有している企業様向け
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好評につき再演！

多店舗
多拠点
様向け

12月14日（水）【F02】コースと同一内容です。

導入企業多数！

12月7日（水）【B02】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 【実演編】

12月21日（水）【K01】コースと同一内容です。

多店舗
多拠点
様向け

・・・
・・・

業界系
IT系

セミナーカテゴリー

中国市場のIT

セキュリティ

 施設運営

オンラインストレージ オンラインストレージ

デジタルサイネージ

製造業向け

BI

IoT

BI

オンラインストレージ

ビルメンテナンス業向け

Windows Server 2016

ストレスチェック

製造業向け

節電

印刷・Webクリエイター向け
e-文書法

BI

BI

製造業向け

バックアップ

テレビ会議

製造業向け

セキュリティ

バックアップ

・・・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！ 12

 月号

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！ 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。

詳細・お申し込みはホームページから！

※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。


