大塚商会

大塚商会

4

全国どこでもあなたの席がセミナー会場に！

月号

4月21日

4月26日 水

金

H01 10:30〜11:10

40分

オンラインストレージ

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！

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。
講師：日本アイ・ビー・エム株式会社

H02 13:00〜14:00

Social 事業部
大屋 充 氏
鴨志田 喜弘 氏

60分

【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～入門編～

田村 弥生 氏

30分

ETL

複数拠点
複数店舗
にも

効果的

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
簡略化するツール「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。
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

情報基盤事業部
庄司 拓矢 氏

ERPナビ

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！
検索

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

製造業向け

人の思考が介在しないルーチンワーク化された設計業務を
自動化する、テンプレート設計手法についてご紹介

「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、円グラ
フ、散布図、
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。

大塚商会のERPの総合情報サイト

60分

「Autodesk Inventor」
の活用を促進する
テンプレート・Excelを活用した
設計業務の効率化

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

ERPNAVI

2015 年9 月改正個人情報保護法が成立し、
今年2017 年
に全面施行となります。いまだに個人情報の漏えい問題が
相次ぐ中、
Excel などでの顧客情報管理はもはやNG と言
えます！本セミナーでは、改正個人情報保護法において個
人情報管理で対応すべき対策を、
お客様でも簡単にセキュ
アな顧客データベースを構築できるツール「SMILE BS
2nd Edition CRM QuickCreator」をベースにご紹 介し
ます。何かしらExcel で顧客情報を活用されているお客様
はぜひともご視聴ください。

J03 14:00〜15:00

BI

30分でお教えします！
「Qlik Sense」
でレポート作成
［ビジュアライゼーション編］

講師：株式会社アシスト

Excelからの入れ替えが急増中！

Excelを使用した日々の集計業務の
自動化を事例を交えてご紹介します

4 月の新年度を迎え、
あらためてCIM、
i-Construction
についてこれから知ろうとする方向けのセミナーを
ご用意しました。
CIM、
i-Construction の概念や事
例をAutodesk ソリューションの最新情報を含めて
ご紹介します。

30分

顧客管理システム

Excelなどの身近なITを、
より効率的に活用！

これからCIMを検討する方に
おすすめです。

H03 14:30〜15:00

60分

【改正個人情報保護法対策セミナー】
顧客情報のセキュリティは
大丈夫ですか？
Excelで管理されているリストへの
対策ツールをご紹介

J02 13:00〜13:30

建設業向け

講師：オートデスク株式会社

J01 10:30〜11:30

4月27日 木

【C03】
コースと同一内容です。
4月7日（金）

3DCAD の導入によって目指す効果として、
「設計品質の向上」や
「リードタイムの短縮」といったことが挙げられますが、設計者の
負荷が増えてしまって、そのメリットを最大限に活かせていない
ケースもあります。
本セミナーでは「Autodesk Inventor」
で作成
したパーツ・アセンブリにルールを埋め込み、
標準化や自動化のシ
ステム構築を行え、ルールベースでのモデル作成により正確かつ
迅速にモデル作成・変更することが可能となる「iLogic」
の機能を
ベースに、
「Autodesk Inventor」と「Microsoft Excel」の連携機
能も含め、
「ルーチンワークの“ 省力化”“ 効率化”」
「多様化する顧客
ニーズへの対応」
「流用設計推進」を実現するための設計手法につ
いてご紹介します。

J04 15:30〜16:30

60分

CTI

【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

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。

K01 10:30〜11:30

60分

人事・労務

労務環境の転換期到来！
～最適な職場環境を作るための
働き方改革とは？～
働き方を見直しませんか？

複数拠点
複数店舗
にも

効果的

昨今、
労務環境・雇用形態の多様化や法改正など企業
を取り巻く労務環境の変化は激しくなっています。
特に過重労働撲滅特別対策班（通称：カトク）による
労務事件にて書類送検される企業名の公表が相次い
でいます。国も企業に健康経営を求める、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、労務環境の改善や健康経営といった対策ソ
リューションについてもご紹介します。

K02 13:30〜14:00

30分

Excelや紙からの脱却で
スマートな経費精算業務に改革

にも

効果的

50分

齊藤 浩一

旅行業向け

多くのお客様に選ばれている
「Dream Journey.NET」
のご紹介

なぜ「Dream Journey.NET」が選ばれるのか？
理由をご紹介します

旅行業システム「Dream Journey.NET」は、海外／国内
の受注型企画旅行、募集型企画旅行、手配旅行に対応し、
予約管理・顧客管理・売上請求回収管理・手配仕入支払管
理・在庫管理・実績管理などの機能を有する総合旅行業
向けパッケージです。さらにインターネット予約システ
ム「Dream Journey Web」との組み合わせにより、効率
的なWeb 販売を実現、お客様のWeb 戦略をバックアップ
します。本セミナーでは「Dream Journey.NET」および
「Dream Journey Web」の特長・主要機能をデモンスト
レーションを交えてご紹介します。

K04 15:40〜16:30

50分

旅行業向け

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！
大好評につきリクエスト開催！
業務渡航業務の多い旅行会社様向け必見

「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、まもなくリリースをむか
えるシステムの概要をご紹介します。

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。

http://www.otsuka-shokai.co.jp/events/online/

● 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

株式会社大塚商会
本部 SI統括部 旅行 SP担当

業種SI プロモーション部
伊藤 理恵子

※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。

お申し込みはホームページから

Photo by Youichi Suda

複数拠点
複数店舗

Excel や紙での経費精算業務からの脱却で精算業務
の時間短縮、ペーパーレスを図ることができます。
IC
カードを利用した明細取り込みやスマートフォンか
らの承認作業などで利用者も承認者も簡単、
スマート
な経費精算が可能になります。
業務効率のアップはも
ちろん、業務の「見える化」
、可視化を実現し、内部統
制も図ることができます。

K03 14:30〜15:20

無料オンラインセミナーの
情報をいち早くご案内！

ワークフロー

こんなに便利！ワークフローを使って
経費精算業務を効率化しませんか？

講師：株式会社大塚商会

全国どこでもあなたの席がセミナー会場に！

担当：牧野・片田・林 今月のおすすめを

TEL：03-5624-8522 E-mail : it-event@otsuka-shokai.co.jp

チェック！
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“楽”になる？
B04 【旅行業様向け】何に使う？ どこまで
タブレットを仕事に役立てる方法

K03 多くのお客様に選ばれている

「Dream Journey.NET」のご紹介

K04 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！
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月号

大塚商会

4

全国どこでもあなたの席がセミナー会場に！

月号

4月4日 火

A01 13:00〜13:45

45分

4月7日 金

Oﬃce 365

WordにExcel、PowerPoint、
買ってしまうなんてもったいない！

月額ならAccess付きで買うよりオトク、
ご存じですか
【E01】
コースと同一内容です。
4月17日（月）

プレインストールやパーソナルと、法人用の違いとメリッ
トをズバリ解説します。

A02 14:30〜15:10

40分

ITインフラ

ハイパーコンバージドインフラ！
今、ITインフラに求められていること
製品戦略、事例、活用法をご紹介！

今、
注目を集めている「ハイパーコンバージドインフ
ラストラクチャー」
。どんな製品？何ができるの？
今、
IT 基盤に求められていることから何を選ぶべき
かをお伝えします！

A03 16:00〜17:00

60分

経営品質向上プログラム

組織の持続的成長を促す
「イノベーティブ思考」と
「経営品質向上プログラム」

アイデア発想と実現するマネジメント！

何か新しいことをと言っても、何から手を付けてよいか
分からない。アイデアはあるがどう実現していったらよい
か・・・。皆様のお悩み、実現に向けて一緒に考えてみませ
んか？

4月6日 木

B01 10:30〜11:15

45分

グループウェア

今どきの
サイボウズグループウェア活用法

複数拠点
複数店舗

レガシーツールからの脱却に
苦労していませんか？

にも

効果的

導入したグループウェアが老朽化したり、一部開発を終
了したりするソフトもあるなど、既存のレガシーシステム
を使い続けることに不安を覚える方も多いのではないで
しょうか。

B02 13:30〜14:30

60分

病院向け

届出書（様式9）のリスクマネジメントが可能な
病院様向け勤怠管理システムのご紹介

ほんの一例です。シフト作成時はもちろん、
リアルタイムでの夜勤平均時間の確認が簡単に可能！
さまざまなタイムレコーダー、給与ソフトとの連動を実現
できます！勤務表（シフト）作成から実績（勤怠）入力、実
績（勤怠）参照まで勤怠管理の一連の処理をトータルサ
ポートします！

B03 15:00〜15:45

45分

無線LAN

無線LANを安心安全にする、
ネットワーク認証セキュリティ講座

～ “企業の”無線LANにおける鉄則5カ条～

スマートフォンやタブレットを活用したワークスタイル
の変革を背景に、無線LAN の導入が増加しています。無線
LAN の検討で避けて通れない疑問を、失敗例や情報漏え
い事件を参考に解説します。

B04 16:15〜17:15

60分

旅行業向け

【旅行業様向け】
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

タブレット活用の動向から具体的活用例を

営業力拡大、
CS 向上、業務効率化のキーはタブレット活用が
握っています。本セミナーでは旅行業様がタブレットを活用
するにあたり、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。

C01 10:30〜11:30

60分

4月14日

医療・介護業向け

【医療機関・介護事業者様向け】
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

タブレット活用の動向から具体的活用例を

4月17日

金

D01 10:30〜11:30

60分

ネットワークカメラ

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

複数拠点
複数店舗

来店者分析で、
販促集客の精度を上げる！

にも

効果的

2010 年5月のiPad 発売以来、医療介護現場での
iPad 利用率は、プライベート利用を含め、増加傾
向にあります。同時に、通信環境が整ってきたこと
もあり、
iPadに限らず「医療介護現場でのモバイ
ル・タブレット導入」
を検討する法人様も年々増え
ています。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、
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。

C02 13:00〜13:50

D02 13:30〜14:30

50分

建設業・製造業向け

「AutoCAD」&「AutoCAD LT」の
「最新機能」と「解決できる設計業務の
課題トップ3」とは？

4月を迎え「AutoCAD」&「AutoCAD LT」を
さらに使いこなしてみませんか？

2017 年春、
「AutoCAD」&「AutoCAD LT」最新版の新機
能がお客様の設計業務にどう活かせるかを理解し、使い始
めてみませんか？あわせて、株式会社大塚商会に寄せられ
る「AutoCAD」&「AutoCAD LT」にて設計を進めるうえ
での課題ベスト3 をご紹介し、
その解消法をお届けします。
受講いただくと、より一層、身近になった「AutoCAD」&
「AutoCAD LT」
を感じていただけると思います。
製造業向け
C03 14:30〜15:30 60分
「Autodesk Inventor」の活用を促進する
テンプレート・Excelを活用した設計業務の効率化

人の思考が介在しないルーチンワーク化された
設計業務を自動化する、テンプレート設計手法についてご紹介
【J03】
コースと同一内容です。
4月26日（水）

3DCAD の導入によって目指す効果として、
「設計品質の向上」や
「リードタイムの短縮」といったことが挙げられますが、設計者の
負荷が増えてしまって、そのメリットを最大限に活かせていない
ケースもあります。本セミナーでは「Autodesk Inventor」で作
成したパーツ・アセンブリにルールを埋め込み、標準化や自動化
のシステム構築を行ったり、
ルールベースでのモデル作成により、
正確かつ迅速にモデル作成・変更したりすることが可能となる
「iLogic」
の機能をベースに、
「Autodesk Inventor」
と
「Microsoft
Excel」の連携機能も含め、
「ルーチンワークの“ 省力化”“ 効率化”」
「多様化する顧客ニーズへの対応」
「流用設計推進」
を実現するため
の設計手法についてご紹介します。

C04 17:00〜17:45

45分

リモートアクセス

経営者・情報システム担当者必見！
「社外で仕事」するなら知っておきたい
「CACHATTO」

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

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。

講師：株式会社アロバ 様

60分

Adobe Creative Cloud

明日から始める、
「Adobe Illustrator CC」初級編

～まずは自分の名刺を作ってみよう～

Illustrator やPhotoshop を使ってみたいとは思う
けどなかなか難しそう、ハードルが高いと感じる方
も多いのではないでしょうか。そういった皆様のた
めに、テンプレートから簡単に自分のオリジナル名
刺を作成する初級者向けセミナーです。新年度の今、
Adobe のIllustrator を学んで、
今年1 年皆様のデザ
インの幅を広げてみませんか。

D03 15:00〜16:00

60分

Adobe Document Cloud

今日から1時間早く帰る！

ビジネスの核である文章業務を、
より迅速に遂行でき
る究極のドキュメントソリューション。今やPDF は
単なる電子ドキュメントではありません。
セキュアな
PDF 活用術と効率的な電子サインを実現する最新
Adobe Document ソリューションをご紹介します。
講師：アドビ システムズ 株式会社 様

45分

E01 10:30〜11:15

45分

Oﬃce 365

WordにExcel、PowerPoint、
買ってしまうなんてもったいない！

月額ならAccess付きで買うよりオトク、
ご存じですか
【A01】
コースと同一内容です。
4月4日（火）

「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「Office 2016」を買うか
どうか、迷うのではないでしょうか。プレインストールの
「Office 365」では、個人名登録も必要・・・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。続々新しいサービスが登場している最新「Office
365」情報と共に、セミナー参加者限定のお得情報もお伝
えします。

E02 13:30〜14:00

30分

音声ファイル作成

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/ボイスソムリエネオ」

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。

E03 14:30〜15:10

40分

名刺管理・活用

【個人情報保護法改正】名刺を紙のまま保管する時代は
もう終わり！今どきの管理方法とは？
社内の名刺をセキュアに安価で管理！おまけにいつでも外出先から
必要なファイルにアクセスできるから利便性アップ！

電子承認＆セキュリティ
「PDFワークフロー」徹底解説

D04 16:30〜17:15

4月18日

月

LED・節電対策

必見！長時間労働対策におすすめ。
LEDの一斉消灯＋PCの残業管理で解決！
長時間労働対策を行っていますか？
一斉消灯の実践で意識が変わります。

依然として長時間労働が問題となっており、その削
減は喫緊の課題です。さまざまな長時間労働削減に
向けた取り組みが行われていますが、
「 定時退社」や
「早く帰りましょう」と推進しても、労働時間の短縮
は難しいものです。なぜ長時間残業が発生するのか
ボトルネックを発見し、それに対しての対策をLED
の一斉消灯による事例など、社員に新たな負荷をか
けずにできる長時間労働対策をご案内します。

本セミナーでは、安全で便利な名刺管理を実現するため、
「 たよ
れーる どこでもキャビネット」
と「どこでもコネクトリモート」
の
コラボをご紹介。
「たよれーる どこでもキャビネット」の名刺管理
機能で個人情報を「今どきの管理方法」で保存・活用。利便性を上
げながら、
「どこでもコネクトリモート」を導入することで活動範
囲を社外へ。
データを送受信する際にVPN という仮想専用線を張
るので、
大切な情報は暗号化され、
安全に外出先からアクセスでき
ます。
必要な時に必要な名刺の情報やファイルを参照、
編集できま
す。個人情報をより安全に扱いながら、利便性を上げ、さらに業務
効率も上げる。これが今どきの手法！貴社でも簡単に実現できま
す。
ぜひ、
そのお手伝いをさせてください。

E04 16:30〜17:00

30分

顧客管理システム

【販売管理 連携ソリューションセミナー】
Excelからのステップアップ！
SFAで営業管理の効率化を実現！
～そろそろExcelによる
案件管理や顧客管理やめませんか？～

Excel による営業情報の管理に手間や閲覧性が良くな
いと感じていませんか？
「戦略箱ADVANCED」
で日々
の報告業務をすることでタイムリーに情報が共有で
き、
営業管理資料をご覧いただけます。
本セミナーでは
「戦略箱ADVANCED」
を通じて、
営業現場が抱えてい
る課題とその解決方法をご紹介します。

Facebookご活用ください！

大塚商会 オンラインセミナーは…

「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。

が
大塚商会
運営する

今すぐ
して
「いいね！ 」
最新情報をゲットしましょう！

ト
公式サイ
CADJapan
.com

SOLIDWORKS
活用研究会

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！

詳細・お申し込みはホームページから！

大塚商会

オンラインセミナー

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

大塚商会の
経営支援サービス

大塚商会
毎日お届けIT情報

ERPナビ

・・・IT 系

4月19日

火

F01 10:30〜11:30

60分

製造業向け

［生産管理］
成功している企業は
みんなやっていた！
システム導入検討の進め方
初めての、
あるいは何度目かの生産管理システム導入検討
において、一体何をどのように進めていくべきなのでしょ
うか？答えは一つではないと思いますが、成功している企
業は、何をしてうまくいったのか？そんな素朴な疑問に、
日々製造業様のシステム導入支援をしている専任メンバー
が、
豊富な具体的事例を基に分かりやすくお答えします。
講師：株式会社大塚商会 業種SIプロモーション部
営業支援SP課 佐藤 哲也
本部SI統括部 製造SP 前田 将

60分

水

G01 11:00〜11:40

40分

通信販売業向け

通信販売業様向け 基幹業務（販売管理）
システムのご紹介

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］

F02 13:00〜14:00

・・・情報番組系

・・・業界系

セミナーカテゴリー

物流改革

物流作業改革の進め方

～物流作業を効率化してみませんか？～

通販業様の業務効率化
～通販業務をサポート！「Smart通販」
～

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：株式会社大塚商会 マーケティング本部 西川 千尋

G02 13:00〜13:30

30分

出版業向け

出版業様向け
販売管理システムのご紹介

著者の個人番号付与が必要な
支払調書提出！大丈夫でしたか？

物流作業は、今までのやり方の延長ではなかなか作
業効率は向上できません。
「改善が継続できる組織を
構築し、
メンバーの意識を高め、業務ルールの見直し
を行い、作業管理を徹底する」
ことが作業効率を大幅
にアップできる秘訣です。作業効率を向上させる手
順を分かりやすくご説明します。

「汎用的な販売管理やExcel・Access で運用してい
るけどもう限界・・・」
こんなお客様へ、
俗人的な販売
業務からシステム活用による効率化、そして、著者の
マイナンバー管理から支払調書へのマイナンバー付
与など、
安全・効率化を実現するソリューションをご
紹介します。

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

講師：株式会社大塚商会 マーケティング本部 土橋 誠

F03 14:30〜15:20

50分

製造業向け

G03 14:00〜14:40

40分

食品卸業向け

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

ユーザー事例から学ぶ！
「SOLIDWORKS」
活用術
製造ツール活用編

商品の管理で二重・三重の
処理をされていませんか？

中堅・中小企業ながら売り上げ拡大のため、
3DCAD と
先駆的な3Dものづくりツールの活用により、効率化を
実現されたお客様の事例紹介です。国内シェア7割の油
圧ジャッキ特注品事業で、売り上げを10 倍に増加させ
た、
3D 化による業務効率化・ノウハウの蓄積による技術
力向上の取り組み事例をご紹介します。特に板金シミュ
レーションツール（CAL）の活用や、部品加工用のCAM
（SolidCAM）について機能紹介を交えて導入効果をご説
明します。

「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。

講師：株式会社大塚商会 CADプロモーション部 山内 僚介

講師：株式会社大塚商会 マーケティング本部 森島 崇幹

F04 16:00〜16:45

45分

会計システム

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！

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。

F05 17:15〜18:00

45分

オンラインストレージ

ファイルサーバーはもういらない！
「Dropbox Business」
で
複数拠点
企業のITが変わる理由
（ワケ）
！ 複数店舗
にも

セキュアに、便利に資料を共有！ 効 果 的
最新クラウドストレージをご紹介！

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。

G04 15:00〜15:40

40分

ビルメンテナンス業向け

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？

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。

G05 16:00〜16:40

40分

建設業向け

その工事は、本当に儲かっていますか?
見積りから引き渡しまで
原価をしっかり把握

建設業にとって、
これからの数年は、
社会保障問題・消費増
税・東京オリンピックなど、非常に忙しくなりそうです。加
えて慢性的な人手不足や職人さんの高齢化など、請け負う
ことができる工事が限られてくる状況ではないでしょう
か? 各社良質の物件の確保と進行状況からの収益予想を
行う、難しい舵取りが必要です。建設業務を川の流れに例
えて「上流（見積り・積算）
「
」中流（現場原価管理）
「
」下流（顧
客管理）
」とし、本セミナーでは「上流」と「中流」をご紹介
します。

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。

