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今月のおすすめを
チェック！

3
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

安心安全の
無線LAN導

入講座！

安全快適な
リモートア

クセスでテ
レワーク！

ネットワー
ク特集！

ネットワー
ク特集！

池見 公元 氏

e-Janネットワークス株式会社

五味田 直樹 氏株式会社ソリトンシステムズ

涌井 希 氏株式会社ソリトンシステムズ

安心・安全の
無線 LANネットワーク導入講座

テレワークの迷いを解き放つ
働き方改革の新基盤システムは超簡単！

A04

A05

講師：オートデスク株式会社
　田村 弥生 氏

講師：株式会社シムトップス　鯰江 大作 氏

講師：株式会社大塚商会　本部SI統括部　製造SP
溝口 正明 / 谷口 潤

講師：株式会社大塚商会　アルファメールプロモーション課
　橋本 束紗 /磯田 なつみ 

講師：トシダ工業株式会社　取締役 鋼管部長　
田村 浩之 氏（特別出演）

株式会社大塚商会　グッドパートナー事務局　篠田 直男
本部SI統括部　製造SP　須永 浩昌

【販売管理 連携ソリューションセミナー】
CTI連携で電話応対業務の効率化と
顧客満足度向上を実現！
受注やお問い合わせ業務の効率化の
ヒントを活用事例と共にご紹介

【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　
～データ共有編～
CIM、ｉ-Constructionに
携わる方必見！

【生産管理】実際の導入企業から学ぶ！ Part 4
システム導入を成功させる秘訣について考える
～ムダ取りと可視化による
　業務改善を実現した奮闘記！～

製造業の全社効率改善＜初めの一歩＞
～設計部門効率改善
　コンサルティングの景色を観る～

ユーザー事例から学ぶ！
「SOLIDWORKS」活用術
強度解析活用編

【販売管理 連携ソリューションセミナー】
「SMILE BS 2nd Edition 販売」のデータを
「kintone」で「見える化」！ タブレットで
迅速な経営判断と営業マンの効率化を支援！
タブレット活用により、
いつでもどこでも売り上げや
在庫データを可視化できます！

業務効率向上！スマートフォンを使った
グループウェアの活用術
2017年3月に

「アルファオフィス」が待望の
スマートフォン版としてバージョンアップ！

「Creo Simulate 4.0」最新情報・
エンジニアリングノートブック
FEM解析ツール 

「Creo Simulate （旧 Pro/MECHANICA）4.0」
の最新情報

タブレット活用できていますか？
「i-Reporter」で
点検・検査業務工数を大幅削減！
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！

CTI といえば、以前は通販業などのコールセンターで
活用されていましたが、最近は大塚商会の販売管理
をお使いのお客様での導入が増えています。その目
的は、「人件費削減」や「お客様の囲い込み」などさま
ざまですが、業務の効率化と顧客満足度を向上させ
るツールとして、販売管理連動のCTI が今注目を浴び
ています。本セミナーでは、その導入事例を基に販売
管理連携CTI のノウハウをご紹介します。

「Autodesk Architecture, Engineering & Construction 
Collection」に付随する「A360」などのクラウドサー
ビスを活用して、CIM、i-Construction業務でのデー
タ共有の方法を、デモンストレーションを交えて伝授
します。

導入目的を実現するシステム導入～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。

製造業の全社効率改善が叫ばれて久しいですが、その真の改
善は、設計部門の2 大改革テーマから始まります。すなわち、
①「設計工数の限界が売り上げの限界」、②「設計者が育たな
い、育てるヒマがない」を解決するために、設計効率を高めるこ
とが必須です。それは、具体的手段としてBOM 構築から始め、
流用化設計を経て標準化設計に至るまでの改革を実践してい
くことになります。その改革をリードするコンサルタント業務
を預かる本セミナー講師を通して、各社の具体的事例をご紹介
し、成功要因、失敗要因を共有していきます。

重いものを持ち上げる、運ぶといった作業を機械的
にサポートするパワードスーツ「パワーローダー」

「アシストスーツ」の開発、開発協力を行うアクティ
ブリンク株式会社様。「重量を軽減しながら強度を
上げる」という大命題に対して、「SOLIDWORKS」
の強度解析機能を活用して軽量化を実現されまし
た。本セミナーではアクティブリンク株式会社様が

「SOLIDWORKS」での機構設計、試作開発を行う中
で効果を出された取り組み事例のご紹介と、その中で
使われている機能に関してご説明します。

「タブレットをビジネスで活用したい」というご要望が多く
のお客様から寄せられる中、「kintone」はその操作性や導
入のしやすさからお客様に支持され、さまざまなシーンで
ご導入をいただいています。このたび大塚商会はお客様の
さらなるご要望に応えるべく、基幹システム「SMILE BS 
2nd Edition」との連携ソリューションをご提案します。経
営者様向けの経営状態の可視化に加え、営業管理者様向け、
営業担当者様向け、と機能が大幅に増えた販売管理連携ソ
リューションをご紹介します。

外出先でグループウェアを使いたいと思ったことは
ありませんか？大塚商会オリジナルのグループウェ
アサービス、「アルファオフィス」が2017 年3 月に
スマートフォン機能をバージョンアップし、より使
いやすくなります。本セミナーでは、日常業務に使え
そうな機能を中心に、新たなワークスタイルをご提
案します。

設計環境が3次元化されて久しいですが、やはり今でも
3次元化のメリットといえば、物理的な「もの」を作る前
のシミュレーションです。その中でも、有限要素法による
強度解析は既に関数電卓と同様にデスクトップ上で、特
に64bit 化が進んだこの数年は、さらに気軽に計算でき
る道具となりました。「Creo Simulate」は、以前の「Pro/
MECHANICA」やアプライドストラクチャーと呼ばれたこ
ろから、設計者CAE を提唱し続け、現在もなお進化を継続
しており、今回のリリースでは画期的な形状の簡略化機能
もご提供されます。また、本セミナーでは FEM ツールであ
る「Creo Simulate 4.0」の最新情報と共に、解析報告書の
作成に適した「PTC Mathcad」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標準機能に加え、2017
年春リリースの新機能もご紹介します。
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大好評！毎月開催 
生産管理オンラインセミナー ［プロジェクト推進手法］

大好評！毎月開催 
生産管理オンラインセミナー ［課題解決手法］

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！ 3
 月号

CTI

建設業向け

製造業向け

製造業向け

基幹システム タブレット活用・検査点検業務

製造業向け グループウェア

製造業向け

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！

「ERPソリューショ
ン」の情報サイト。

お客様の「お困りご
と」の解決に全力を
注ぎます。

SOLIDWORKS保
守ユーザー様向けの
研究会です。

大塚商会が主催・協賛する各種フェア
やセミナーなど、ビジネスに役立つ情
報をお届けします。

建設業や製造業の
CAD/CAM/CAE導
入のためのヒントが
満載！

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。



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！ 
最新クラウドストレージをご紹介！

【ライセンス管理者様必見】
所有から使用へ！Autodeskの
大改革を全てお話しします！
～今回の改革のもたらす
　お客様のメリットとは～

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
端末にダウンロードさせず、
130種類以上のファイルをプレビュー可能！

安心・安全の
無線LANネットワーク導入講座
～知っておくべき五つのポイント～

テレワークの迷いを解き放つ
働き方改革の新基盤システムは
超簡単！
BYODも会社支給端末も、安全快適な
リモートアクセスソリューション

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

ネットワークカメラ × 感情解析で
ユーザー体験の「見える化」へ 
来店者分析で、
販促集客の精度を上げる！

オフィス内に散在する
紙文書の電子化・管理・活用！
社内に散在する紙文書の電子化に
困っていませんか？

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

CADユーザー様必見！
「Adobe Illustrator」を使って
デザインコンペに打ち勝とう
大人気アドビ講師による、
競合他社と差をつけるノウハウを伝授！

Autodeskが掲げる
「The Future of Making Things
～創造の未来～」とは
新しいものづくり環境に対応する、
3Dデータのこれからの活用法

すきま時間の有効活用！
会社を元気にする
コミュニケーション方法のご紹介

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！

会計情報を徹底活用！　
「分かりやすい」管理会計を
サポートする仕組みとは？
管理会計を強力に支援する

「かんたん管理会計テンプレート」を
徹底解説！

物流改革の進め方
 ～物流改革を進めてみませんか～

Autodeskが掲げる
「The Future of Making Things
～創造の未来～」とは
新しいものづくり環境に対応する、
3Dデータのこれからの活用法

今すぐ公開！
カンタン・キレイなホームページ作成
アルファメールプレミア

「Webサイト作成(CMS)機能」のご紹介

解決！
今のテレビ会議で満足ですか？
クラウド、仮想化で実現する
効率アップとコスト削減

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！

在庫改革の進め方
～在庫改革を進めてみませんか？～

間接材購買における
クラウド活用事例
多拠点・多店舗展開の
経営者様、管理者様必見！

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

「Qlik Sense」の使い方 入門編

「Qlik Sense」を使った効率的な
データ集計・分析のご紹介
基幹業務システムのデータを
十分に活用できていますか？

食品卸業様向け販売管理システムと
EDIの最新動向のご紹介
商品の管理で二重・三重の
処理をしていませんか？

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？

通信販売業様向け　
基幹業務（販売管理）システムのご紹介
通販業の業務効率化　
～通販業務をサポート！「Smart通販」～

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、活用事例
を交えてご紹介します。

マイクロソフト、アドビ システムズというITリーダーに続き、
CAD のリーダーであるAutodesk が完全に期間使用ライセ
ンス（サブスクリプション）販売に移行しました。その移行の
全容、変化、そしてお客様に対するメリットを分かりやすくお
話しします。圧倒的使用率を誇る「AutoCAD LT」から始まり、
今回新しく発表されたCollection 製品まで、Autodesk の製
品ラインアップと有効利用、お得な導入方法まで、お客様の目
線でお伝えします。ご受講いただくと、今、何をすべきかが理
解していただけると思います。

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
からの移行などの、利用シーンのご紹介とIBMコラボ
レーション製品との連携についてご案内します。

目覚ましい進歩を続けるIT 技術。かつては夢物語で
あった「ワークスタイルの変革」は、いまや着実に実現
していくべき課題です。この改革の完遂は、スマート
フォンやタブレット、モバイルパソコンの活用なしには
考えられません。しかし、魅力的なデバイスは同時に「安
心・安全の無線LANインフラ」を必須としています。無
線LAN を検討するにあたって避けては通れない五つの
疑問について、失敗例や情報漏えい事件の原因をひも
ときながら解説を行います。

テレワークは「できたらいいな」と思われる一方で、仕組み
やルールを用意することは案外大がかりな作業になりが
ちです。そのために、まだ自社では実現できないと検討を
見送ってきた方にも本セミナーはおすすめできます。最小
限の設定でスタートでき、認証やデータ漏えいだけでなく
労務管理の運用も助ける機能を搭載した「CACHATTO」
が、新しいテレワークスタイルをご紹介します。

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。

近年、ネットワークカメラの普及率は高まっており、
2020 年の東京オリンピックまでにさまざまな企業
様が導入を検討しています。監視の目的に加え、来店
客数／客層の把握、新商品の購入者層把握、店舗内導
線の把握、人的コストの効率化など、さまざまな面で
プラスアルファの効果を求められています。本セミ
ナーでは、来店者分析によって売り上げ向上、コスト
削減、お客様のさまざまなお悩みを解決するソリュー
ションを、事例を交えて分かりやすくご紹介します。

e- 文書法・電子帳簿保存法改正への関心から、オ
フィス内に散在する紙文書の電子化ニーズも高
まっています。本セミナーでは、大塚商会が推奨す
るドキュメント管理システムを、電子化方法・管
理・安全な活用、そしてe- 文書法に対応したタイ
ムスタンプオプションのキーワードで、業務効率
の向上、知識資産共有の促進をご紹介します。

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、加工や修正をしたりする作業
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。

DWGやDXFファイル形式を「Adobe Illustrator」に読
み込み、見栄え良く仕上げる手法やデータ共有などのた
めのPDF活用法など、Adobe 製品を活用することで皆様
のデザインがさらにお客様へ伝わるよう、デモンストレー
ションを交えながら分かりやすく解説します。また、DXF
データを「Adobe Illustrator」で正確に読み込むためのプ
ラグインなどもあわせてご紹介します。

製造業のお客様がこれからの市場環境の変化に対
応するための、最新技術を取り入れた幅広いアプリ
ケーションとサービスをご紹介します。

長時間労働の是正は企業にとっての重要な課題で
す。しかし、仕事の量が減らない限り、労働時間は減
らせないという現実があります。本セミナーでは、限
られた時間の中で効率的に仕事を進めるための最新
ソリューションを、事例を交えてご紹介します。

標的型攻撃で自社の企業価値や信用失墜を起こし
たくない！ファイアウォールを、多層防御できる
機能を1 台で兼ね備えた製品に置き換えてみませ
んか？

永田経営グループ　代表取締役・長崎大学大学院の
博士号をお持ちの永田吉朗先生監修による、管理会計
を強力にサポートするテンプレートをご紹介します。

「SMILE BS 2nd Edition 会計」のデータを基に、売り
上げ、利益、費用、損益分岐点、キャッシュ・フロー計算
書のリアルな数値をグラフ化することで、会社の「今」
をひと目でご確認いただけます。シミュレーション機
能の活用で、当期の決算予測も行えます。既に「SMILE 
BS 2nd Edition 会計」をご利用のお客様も、これから
ご検討されるお客様も必見です。

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。

製造業を取り巻く環境が変わっていく中、Autodesk
はクラウドやモバイルを活用したコラボレーティブデ
ザイン、3Dプリントソリューション、オープンプラット
フォーム、次世代材料の設計・解析、従来の最適化形状
設計の概念を覆すジェネレーティブデザイン、コンピュ
テーショナルデザインなどさまざまな角度から「創造
の未来」を考え、取り組んでいます。また航空機製造大
手のエアバス社と共同開発を行うなど、新しいものづ
くり環境に対応する技術開発に注力しています。本セミ
ナーではその戦略およびコアとなる技術を、最新事例と
共にご紹介します。

専門知識に自信がない、何から始めてよいか分か
らない、高いコストがかかりそう・・・。企業ホーム
ページの必要性を感じてはいても、なかなか着手
することができないとお悩みの企業の方に、どな
たでも簡単にホームページやスマートフォンに対
応したページを作成する方法をお伝えします。

テレビ会議の誕生から回線の高速化、無線技術確立、
クラウドの普及とインフラ環境は大きく変化してい
ます。 本セミナーではさまざまな技術革新を取り入
れた最新のテレビ会議を従来のシステムや「Skype」
などとの比較を含めご紹介します。

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。

在庫削減を従来経営方針として強く挙げている企業は
多いのですが、計画的に改善できている企業は極めて少
ないのが現状です。しかし、一方で全社参画の在庫プロ
ジェクトを構築し、「在庫を半減し、かつ、欠品の抑制を
実現」した企業もあります。在庫削減を確実に実現する
手順を分かりやすく解説します。

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、管理強化を取り組むうえでおすすめの、大塚商会
のソリューションおよび導入事例をご紹介します。
※本セミナーは、2017 年2 月10 日開催の大塚商会イベント「実

践ソリューションフェア2017 東京会場」にて講演するセミ
ナー内容と同様です。

「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。

販売管理システムからデータを抜き出してExcel
でゴリゴリ集計しているお客様向けに、もっと効
率的で販売力・営業力の向上につながるデータ活
用方法をご紹介します。

「同じ商品でも荷姿ごとに単価を設定したい」「商品の賞
味期限の管理はExcelで別管理している」「預け管理・
預かり管理はExcelで別管理している」など、商品に関
する管理でお困りごとはありませんか？このような課
題を解決する食品卸業様に特化した販売管理システム

「FOODMASTER」をご紹介します。また、小売業様など
との取り引きに使用されているオンライン（EDI：JCA
手順）に関する最新動向もあわせてご紹介します。

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。

卸売業者が一つのチャネルとして通信販売業を行う
ケースが増えています。EC モールの隆盛により、多店
舗で通販事業を行う企業も多いです。多店舗を展開す
るうえで、煩雑となる作業をいかに一元化して行うか、
また卸売業との在庫一元管理、顧客データの分析につ
いてご紹介します。

講師：Dropbox Japan株式会社 様

講師：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

内村 公一

講師：日本アイ・ビー・エム株式会社 Social 事業部
大屋 充 氏

鴨志田 喜弘 氏

講師：株式会社ソリトンシステムズ　マーケティング部
五味田 直樹 氏 / 涌井 希 氏 

講師： e-Janネットワークス株式会社　池見 公元 氏

講師：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

藤田 佳治

講師：株式会社日立ソリューションズ
ハイブリッドインテグレーションセンタ　セールスサポート部

伊東 克展 氏

講師：株式会社大塚商会　業種SI プロモーション部
土橋 誠

講師：有限会社SANTA 物流コンサルティング
代表取締役社長　平野 太三 氏

（物流改革コンサルタント：Dr.SANTA）講師：株式会社アロバ 様

講師：日本ヒューレット・パッカード株式会社
　江澤 竜起 氏 

高橋 憲治 氏

講師：有限会社SANTA 物流コンサルティング
代表取締役社長　平野 太三 氏

（物流改革コンサルタント：Dr.SANTA）

講師：株式会社アシスト　情報基盤事業部
庄司 拓矢 氏

講師：株式会社大塚商会

講師：株式会社 セゾン情報システムズ　HULFT 事業部
パートナービジネス営業部　上原 智宏 氏

講師：株式会社大塚商会
共通基盤Web サービスプロモーション部

アルファメールプロモーション課

講師：オートデスク株式会社 様
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複数拠点
複数店舗
にも

効果的

複数拠点
複数店舗
にも

効果的

複数拠点
複数店舗
にも

効果的

複数拠点
複数店舗
にも

効果的

複数拠点
複数店舗
にも

効果的

3月16日（木）【E03】コースと同一内容です。

3月9日（木）【B02】コースと同一内容です。

・・・
・・・

業界系
IT系

セミナーカテゴリー

オンラインストレージ

建設業・製造業向け 製造業向け

オンラインストレージ

無線LAN

リモートアクセス

バックアップテレビ会議

食品卸業向け

通信販売業向け

ビルメンテナンス業向け

ネットワークカメラ

e-文書

ETL

Adobe Creative Cloud

ユニファイドコミュニケーション

セキュリティ

会計システム BI

BI

BI

物流改革

たのめーる

物流改革

製造業向け

アルファメール

・・・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！ 3

 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！

※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。


