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今月のおすすめを
チェック！

1
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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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IBMの「Watson」
活用事例

なぜ「IBM Watson」は
組織・人材を活性化させるのか
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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

ネットワークセキュリティの
内部対策をL2スイッチで実現。
ウイルスの社内拡散防止と
ネットワークの「見える化」
パソコン1台がウイルス感染してしまった！
でも被害をその1台で止めることが
できればよくないですか？

「PTC Creo」最新バージョン
「Creo 4.0」のご紹介
最新テクノロジーを
取り入れた最先端CAD

タブレット型 POSサービスの
可能性とNECの挑戦
iPad型 POSサービス

「NECモバイルPOS」のご紹介

「SMILE BS 2nd Edition CRM QuickCreator」
新機能「簡単Excel出力」＆
サンプルご紹介セミナー
開発お問い合わせ保守契約のご加入で新たな
機能とサンプルをご活用いただけます！

個人旅行を得意として磨かれてきた
システム「Dream Journey.NET」が、
業務渡航にも対応！
業務渡航業務の多い旅行会社様向け必見

CIMで使える！合意形成・景観検討の
ための可視化テクニック
～「Autodesk Architecture,Engineering 
　  & Construction Collection」で作る
　簡単ビジュアライゼーション～
CIM、i-Constructionの対応を
検討されている方必見！

もうナレーターは要りません、
簡単音声作成ソフトをご存じですか？
〜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」

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。

「メールを開いたらウイルス感染してしまった」とい
う話は珍しくありません。感染させることに成功し
た攻撃者はネットワーク内にあるサーバーや管理者
権限のあるパソコンをねらって動き出します。その
動きを検知して遮断できる「SubGate」をご紹介し
ます。さらに攻撃デモンストレーションで専用管理
コンソール（VNM）の動きをご覧いただき、ネット
ワークの「見える化」もご紹介します。

「PTC Creo」の最新版である「PTC Creo 4.0」では、
よく使用するモデリングの機能や図面作成の使い勝
手が大幅に改善しており、新規ユーザー様のみなら
ず、既存ユーザー様にもご満足いただけるUI に改善
しています。また、3Dプリンターなどの業界の最新テ
クノロジーに対応した新機能もリリース。最近使用が
拡大している幾何公差の作成を完全サポートする機
能が追加され、グローバルに拡大する設計に対応す
ることが容易になっています。非常に多くの便利な機
能が追加されたCreo の最新版、「PTC Creo 4.0」の
新機能のダイジェストをご覧いただきます。

昨今、急激に普及が進んでいる、iPad などの汎用タブ
レット端末を用いたPOS レジ。次期のPOS 入れ替
えの際に検討してみようと考えている企業様も多い
のではないでしょうか？ただ、選択肢が多すぎてどの
製品を選んでよいか分からない、従来の機器からガラ
リと変わるため運用できるか不安といった声が多い
のも事実です。本セミナーでは、そんな企業様の不安
を払拭するべく、タブレット型POS市場の現状と展
望に加えて、NECが提供するどこよりも安心して使
えるiPad 型POS サービス「NEC モバイルPOS」に
ついてご紹介します。

2016年1月にリリースしてから累計3,000本を超える人気ソフト
となりました「SMILE BS 2nd Edition CRM QuickCreator」。
誰でもセキュアな顧客データベースを簡単に構築できるソフト
としてご導入いただいています。また、多くのお客様が改正個人
情報保護法の情報漏えい対策としてExcelからの乗り換えでご
採用いただいています。このたび「QuickCreator」に新たな機能
が追加になりました。今までお客様からのご要望が高かった台帳
形式での帳票作成をExcel 出力にて実現しました。本セミナーで
は、この新たな「簡単Excel 出力」の機能紹介とその機能を利用し
た活用サンプルのラインアップをご紹介します。ぜひご視聴いた
だき新たな機能をご利用いただければ幸いです。

「Dream Journey.NET」に業務渡航業務に特化
した入力画面を装備、GDSとの連携をはじめ、業
務効率を向上させる機能を搭載します。また、個
人マスターではパスポート情報、ESTA・FFP 管
理を強化、法人マスターでは階層管理、請求管理
の強化を図っています。本セミナーでは2017
年4月のリリースに向けて開発中のシステムの
概要をご紹介します。

本セミナーでは、「Autodesk Architecture, 
Engineering & Construction Collection」を
使って、景観検討や合意形成に役立つ可視
化・ビジュアライゼーション作成方法、例えば

「AutoCAD Civil 3D」→「Autodesk 3ds Max」
→ 「Autodesk InfraWorks 360」の連携で作成す
る高度なアニメーションオブジェクトの作成など
を、デモンストレーションを交えてお伝えします。

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。
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人事

セキュリティ

製造業向け

POS

CRM

旅行業向け

建設業向け

音声ファイル作成

建設・製造業のCAD、CAM、CAE
導入のためのヒントが満載 最新情報をチェック！

大塚商会のERPの
総合情報サイト ERPナビ

ERPナビ 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。

最新情報をチェック！

製造業向け
生産管理ナビ
医療・介護業界向け
医療・介護ナビ
アパレル・ライフスタイル業向け

ライフデザインナビ

業種に特化した専門サイトも充実！

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。



クラウド革命と
IoT/AIの素晴らしい世界
〜「Microsoft Azure」で実現する
　売り上げ・顧客満足度向上、最新事例〜

業界初！
ハイブリッド運用の介護記録

「CamiApp S×Blue Ocean Note」
お披露目！
〜紙とITの併用で記録と請求業務の
　超効率化を実現〜

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！
自社データ分析と勘や経験を活かした
施策の効率化・最大化！

「Microsoft Office」、
買うなんてもったいない！
月額のほうがオトクな時代、ついに到来

「Microsoft Office」、
買うなんてもったいない！
月額のほうがオトクな時代、ついに到来

今こそ、組織全体の意識を高めるとき！
情報セキュリティ啓発研修
情報セキュリティ対策。
最強の武装は従業員の意識向上

今こそ、組織全体の意識を高めるとき！
標的型メール訓練
情報セキュリティ対策。
最強の武装は従業員の意識向上

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

戦後最大級の労働法改正を
乗り切るための最後の手段！
“働き方改革”を実現する

「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

経営者のための
雇用助成金活用セミナー
正しい助成金の活用方法

標的型攻撃対策に有効な【多層防御】を 
1台のファイアウォールで実現！
未知マルウェアもサンドボックス機能で
対策できるファイアウォール！

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
請求漏れはありませんか？
利益は把握できていますか？

成功する、生産管理システム導入！
～成功の重要ポイントは、
　「導入検討プロセス」にある！～

プレゼンテーション資料に
ストックフォトを活用しよう！
要注意！
インターネットのフリー画像利用は
著作権違反で訴えられることも！

PDF活用　共有編
Acrobat PDFをいつでも、どこでも、
複数のメンバーで共有して
効率的に活用！

設計者が真に使いやすい
リバース
エンジニアリングとは？

「Geomagic for SOLIDWORKS」で
実現する設計環境をご紹介

人事・労務環境の転換期到来！
最適な環境を作るために
企業がすべきこととは？
労務管理を強化しませんか？

30分でお教えします！
「Qlik Sense」でレポート作成
【第2回 ビジュアライゼーション編】
データ分析ツール「Qlik Sense」の
使い方が分かる！

Autodesk製品における、
最新の解析動向・活用事例を
ご紹介
最新の解析情報をお伝えします！

なぜ「IBM Watson」は
組織・人材を活性化させるのか
IBMの「Watson」活用事例

店舗では、もはや必需品！
「Free Wi-Fi」のご準備は
できていますか？
安心、安全、快適な「Free Wi-Fi」
の構築方法をお教えします。

クラウドやIoT/AI の活用で私たちのビジネスがどの
ように変わるのでしょうか？ 最新のビジネスに対応
したクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」
の使い方は無限大です。本セミナーでは、高度なシス
テムや専門的な知識がなくてもできるビックデータ
解析、機械学習／予測分析、人工知能の利用などを中
心に最新事例やデモンストレーションを交えてご紹
介します。また、将来的な拡張を見据えながらビジネ
スに革新を起こすには、今何から始めるべきか？こ
れまで手つかずのデータを活用し売り上げアップや
生産性向上を実現する、具体的な導入までの道筋を
ステップバイステップでご紹介します。

介護現場における記録業務は、法令順守という
だけではなく、ご利用者様満足の向上、ケアの充
実、地域包括ケア対応、チームケア・・・さまざ
まな意味合いで非常に重要な位置付けにありま
す。本セミナーでは多忙な現場でより質の高い
記録業務を、効率的・負荷なく行うためのIT ツー
ルを、事例を交えてご紹介します。

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、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
タ提供サービス：3rd Party Data Gallery」の
有効性をご紹介します。

Office 2010 のライセンスを持っているから、
そんなお客様も今度のPC 更新時にはOffice 
2016 を買おうかどうか、迷っていませんか？
プレインストールのOffice 365では、個人名登
録が必要です。そんなお悩みも、法人用の月額版

「たよれーる Office 365」で全部解決します。
2017 年最新のクラウド情報をお届けすると共
に、セミナー参加者限定のお得情報もお伝えし
ます。

Office 2010 のライセンスを持っているから、
そんなお客様も今度のPC 更新時にはOffice 
2016 を買おうかどうか、迷っていませんか？
プレインストールのOffice 365では、個人名登
録が必要です。そんなお悩みも、法人用の月額版

「たよれーる Office 365」で全部解決します。
2017 年最新のクラウド情報をお届けすると共
に、セミナー参加者限定のお得情報もお伝えし
ます。

情報セキュリティ対策は、技術的な対策だけでは限
界があります。そこで、従業員の方への教育・訓練など
繰り返し実施することで、情報セキュリティに対する
意識付けをしていく必要があります。大塚商会では、
大切なお客様の情報セキュリティ対策をさらに堅牢
なものにしていただくために、さまざまな「情報セ
キュリティ啓発教育・訓練」もご提供しています。本
セミナーでは、中でも意識向上に最も効果のある「集
合型研修」を中心に、組織内での情報セキュリティ啓
発の進め方や、研修カリキュラム例などについて、情
報セキュリティ教育の経験豊富な大塚商会講師がご
説明します。

情報セキュリティ対策は、技術的な対策だけでは限界が
あります。そこで、従業員の方への教育・訓練など繰り
返し実施することで、情報セキュリティに対する意識付
けをしていく必要があります。「標的型メール訓練」も、
効果の高い啓発方法として積極的に取り組まれていま
す。「標的型メール訓練」とは、標的型攻撃を模した訓練
メールを従業員の皆様に送信することで、標的型攻撃
メールへの対応力と免疫力を付けていただく啓発訓練
です。大塚商会では、この「標的型メール訓練」をご支援
するサービスもご提供しています。訓練内容、環境、ご予
算などに応じてご選択いただける3種類の「標的型メー
ル訓練サービス」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
費やしたりしていませんか？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。

「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！

雇用助成金とは何か？雇用の安定、社員の教育
能力開発・正社員転換による社員のモチベー
ションアップ・介護両立効果による社員の定着
率という観点でご説明します。助成金を得るた
めの手順や留意点についても解説します。また、
介護業界において、使える助成金の最新情報も
お届けします。

昨今、日本国内では標的型攻撃による情報漏えい事故が多発
し、今後はオリンピックや大型イベントを控え、私たちの想像
以上にサイバー攻撃の脅威が差し迫っています。また、自社
サーバーが踏み台にされ、加害者になる可能性もあります。し
かし、既設の従来型ファイアウォールの機能ではこれらの脅
威への対応が十分ではないかもしれません。次世代ファイア
ウォールと称される「パロアルトネットワークス PAシリー
ズ」の優位的な機能をご説明します。①お客様の環境に流れる
Webアプリ通信が何であるかを可視化する②UTM機能を使っ
た入口対策をする③サンドボックス機能で未知のマルウェア
をいち早く検出し、その対策シグネチャが適用される。④ボッ
トネット検知により、仮に感染したPC から発する通信をいち
早く特定する。などの機能をご説明します。

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。

現在製造業様では、生産管理システムが標準化・
効率化の重要アイテムとなっています。では、ど
のように導入すれば成功できるのか？本セミ
ナーでは、生産管理システム導入の重要ポイン
ト「導入検討プロセス」について、実際の導入事
例を交えて皆様と一緒に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
　前田 将 / 石川 浩之

フリー素材とうたっていても商用利用禁止の
ケースもあり、著作権や肖像権にも配慮しな
ければなりません。本セミナーでは、「Adobe 
Stock」によるロイヤリティフリー素材をプレ
ゼンテーション資料などにご利用いただく方法
をご紹介します。また、「Adobe Stock」では、あ
なたもストックフォトの提供者になれます！そ
のポイントと注意点を解説します。

部署やチーム内で、作成される文書や資料のレ
ビューを紙で行っていませんか？それでは、時
間もコストもかかってしまいます。Acrobat の
PDF の共有レビュー機能をご利用いただけば、
効率的なコラボレーションを実現いただけま
す。また、「Adobe Document Cloud」をご利用
いただくことで大容量のドキュメントの共有や
アクセス状況をリアルタイムで確認でき、さら
に効率的なドキュメントワークフローを実現い
ただけます。

設計現場に3DCADが普及し高品質な設計環境が実現
されつつありますが、製造段階での製品改良の反映や現
物に合わせた設計を3Dレベルで求められるなど新たな
課題も発生しています。従来のノギスやゲージを使った
測定では点でしか測ることができず、曲面や複雑な形状
を正確に計測することはできません。近年、接触式・非接
触式3Dスキャナーや、X 線CTスキャナーなどの開発が
進み、今まで苦労していた3次元測定が身近なものにな
りつつあります。リバースエンジニアリングの具体的な
活用事例と「Geomagic for SOLIDWORKS」で実現す
る設計環境をご紹介します。

昨今、就業・雇用形態の多様化や法改正など企業を
取り巻く人事・労務環境の変化は激しくなってい
ます。特に労働基準監督署の残業80 時間以上の立
ち入り対象拡大や、2015 年12 月施行の「ストレ
スチェック義務化法」対応など企業は今まさに転
換期を迎えています。本セミナーでは法令順守は
もちろん、生産性向上やワークライフバランスも
意識した就業・労務対策のポイントに加え、効率的
なシステム活用についてもご紹介します。

「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。

Autodeskの構造、流体、樹脂流動解析の最
新動向を、事例を交えながらご紹介します。
機構と構造の連成解析に優れた「Autodesk 
Simulation Mechanical」。最近食品機器や建
設業界での事例が増えてきている流体解析ソ
フト「Autodesk CFD」。樹脂流動解析ソフト

「Autodesk Moldflow」と構造解析ソフトの連
成による強度評価事例などもご紹介します。

AI・人工知能がさまざまな領域に具体的に影
響を与え始めています。組織・人材の開発も例
外ではありません。人工知能の業務活用はまだ
まだ先の話だと考えていませんか？実はもう
世の中では常識となりつつあります。IBMでは

「Watson」を活用した組織や人材の活性化を実
現しています。お客様向けにも製品として提供
をしており、多くの皆様にご満足いただいてい
ます。その一端をご紹介します。

集客にも直結する「Free Wi-Fi」。特に2020 年の
東京オリンピックに向け来日外国人は年々増加し
ており、その流れを取り込むには、Free Wi-Fi はな
くてはならないサービスです。そんなFree Wi-Fi
の運用・管理は、意外と手間がかかりセキュリティ
面からも、なかなか導入に踏み切れないというお
客様も多くいらっしゃるのも事実です。そんなお
客様に押さえておくべき導入ポイントや、一歩先
のFree Wi-Fi の利用方法についてご説明します。

Autodesk製品における、
最新の解析動向・活用事例を
ご紹介
最新の解析情報をお伝えします！

Autodeskの構造、流体、樹脂流動解析の最
新動向を、事例を交えながらご紹介します。
機構と構造の連成解析に優れた「Autodesk 
Simulation Mechanical」。最近食品機器や建
設業界での事例が増えてきている流体解析ソ
フト「Autodesk CFD」。樹脂流動解析ソフト

「Autodesk Moldflow」と構造解析ソフトの連
成による強度評価事例などもご紹介します。

講師：今野社会保険労務士事務所
代表　今野 直樹 氏

 株式会社SCP.SOFT　勤怠管理システムアドバイザー

講師：株式会社アシスト　情報基盤事業部
佐藤 貴之 氏

1月13日 1月17日 1月18日 1月19日 1月24日1月12日 金 火 水 木 火木

A01

A02

A03

B01 E01

B02

B03

B04

C01 D01

D02

D03

E02

E03

E04

F01

F03

F04

C02

C03

C04

10:30～11:15

13:30～14:10

15:00～15:45

10:30～11:15 9:15～10:00

13:00～13:30

14:00～14:30

15:00～15:30

10:30～11:30 10:00～11:15

14:00～14:40

15:30～16:10

10:30～11:30

13:30～14:30

15:00～16:00

10:30～11:30

15:30～16:00

16:30～17:00

14:00～15:00

15:30～16:00

16:30～17:15

45分

40分

45分

45分 45分

30分

30分

30分

60分 75分

40分

40分

60分

60分

60分

60分

30分

30分

60分

30分

45分

F02 14:00～15:00 60分

1月19日（木）【E01】コースと同一内容です。 1月13日（金）【B01】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
1月24日（火）【F02】コースと同一内容です。 1月17日（火）【C02】コースと同一内容です。
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IT系

セミナーカテゴリー

IoT

医療・介護業界向け

BI

Office 365

セキュリティ研修

セキュリティ研修

BI

Office 365人事評価

製造業向け

人工知能

Wi-Fi

雇用助成金活用

セキュリティ

ビルメンテナンス業向け

製造業向け

Adobe Creative Cloud

Adobe Document Cloud

製造業向け

製造業向け

ストレスチェック

BI

・・・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！ 1

 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。

詳細・お申し込みはホームページから！

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！

※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。


