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今月のおすすめを
チェック！

介護の知識は、介護の経験そのものです。
その経験を活かし、お客様をサポートいたします。

介護のどんな小さな問題でも大丈夫です。
数多くの介護問題に対応してきた、
現場経験が豊かなカウンセラーが、
本気であなたをサポートします。
安心してご相談ください。

ロゴマークが目印！

登壇！オンライン
セ ミ ナ ー
オンライン
セ ミ ナ ー

7
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

登壇！
介護の知識・経験豊富な 人気介護コンサルタント

伊藤 亜記 氏

株式会社ねこの手　
代表取締役

【介護事業者様向け】
事例から学ぶ！実地指導・監査に対する準備と対応策

【介護事業者様向け】
現場が使いたい介護記録システム導入事例・運用のご紹介

【介護事業者様向け】ご利用者情報や実地指導書類まで、
紙文書を効率的に管理する方法を伝授します

L01

L02

L03

【介護事業者様向け】
事例から学ぶ！
実地指導・監査に対する準備と対応策
具体的に学び、明日から使える！ 

【介護事業者様向け】
現場が使いたい介護記録システム　
導入事例・運用のご紹介
マルチデバイス対応介護記録
紙のように直観的に入力できる
ケア記録システム

【介護事業者様向け】
ご利用者情報や
実地指導書類まで、
紙文書を効率的に管理する
方法を伝授します
文書管理で介護事業所は
もっと強くなる！

「Office 365」にグループチャット
“Teams”登場！
顔の見える「Skype」と、
どう使い分ける？

「働き方改革」に効く！
「たよれーる Office 365」の
新サービスに注目

「少量多品種時代」を迎えた
配合系製造業様にお伝えしたい　
生産管理における
システム活用のススメ

「Office 365」なら海外出張も安心
クラウドならではの
月額セキュリティ新たに登場
セキュリティに効く！

「たよれーる Office 365」の
メールやログインがパワーアップ！ 

どこでも仕事がはかどるとは
このことだ！

「CACHATTO」で実演する
「働き方改革」
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 

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！

ここがポイント！
「SOLIDWORKS」
ユーザー事例解体新書
世界のものづくり企業の
成功事例をご紹介

「Qlik Sense」（クリックセンス）を
使った効果的なデータ集計・分析
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？

第三者データ提供サービス 
「3rd Party Data Gallery」 セミナー
統計データ付きBI 

「MotionBoard Cloud」で
ビジネス課題を発見

すきま時間の有効活用で
「働き方改革」！
会社を元気にする
ITツール活用方法ご紹介

「Autodesk Inventor」＆
「AutoCAD Mechanical」
便利テクニック塾
〜知って得する便利機能〜
すぐに設計業務に役立つ
便利機能をまとめてご紹介！

スマホアプリ・
LINE@・DMなどに対応！
スマートフォン向け
CRMサービス「betrend」
導入実績2,500社以上
来店・購買などの行動履歴を活用した
顧客管理・情報配信サービスの
決定版！

Autodeskが掲げる
「The Future of Making Things 
〜ものづくりの未来〜」と、
共に歩む“Fusion 360”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と、
それを支える新世代CADツール

用途や場 面に応じてiPad やSurface、
PC、手書き入力支援ツールなど各種デバ
イスで記録入力できます。音声入力にも
対応でき介護現場の負担軽減に貢献し
ます。

実地指導では介護保険法の基準（人員・
設備・運営）に対応したコンプライアン
スの徹底が求められます。いつ実地指導
が来ても慌てない体制を作ることが急
務です。

文書管理に関わる業務処理時間短縮で、
ケア時間創出、労働環境整備に取り組ん
でみませんか？書類の保管、検索、整理
に費やしている時間を効率利用し、強い
事業所になりましょう。

「Office 365」の 新 機 能“Teams”の グ
ループチャットと「Skype」によるビデオ
チャットを徹底比較！

【Interop Tokyo 2017 関連！】

顧客ニーズの多様化により、大量生産から少量
多品種生産へのシフトが求められる昨今。食料
品や化学製品などの配合系製造業様において
も、配合・レシピ管理や、品質管理・トレーサビ
リティ、原価管理は、より複雑になりつつも、さ
らなる正確性や透明性が求められています。本
セミナーでは、それらの管理手法について、さま
ざまな企業のシステム活用事例を基に具体的に
ご紹介します。

本セミナーは、どこまで“月額で”セキュリ
ティ対策ができるのかをご紹介します。既に
大塚商会からご利用のお客様にはもちろん、
マイクロソフト直接契約で「Office 365」を
ご利用のお客様もぜひご覧ください。大塚商
会から「Office 365」の購入メリットをお確
かめいただけます。

普段オフィスで行っている通常業務、オフィス
にいない時・いられない時にどの程度できる
のかを検討されたことはありますか？それこ
そ今まさに求められている「働き方改革」の第
一歩でもあります。本セミナーでは、スマート
フォンといった画面の小さいデバイスや自宅
PC のようなBYOD デバイスでも利便性を落
とさずに、安全性を確保した形で実現できるリ
モートアクセスソリューション「CACHATTO」
のご活用イメージをご紹介します。

時代はクラウドサービスからプライベートク
ラウドへ！ HCI（ハイパーコンバージドイン
フラストラクチャー）は聞いたことがあるが、
何ができるの？必要なITインフラは何？現
在のビジネス環境から、ITインフラに何が求
められているかを登場の時代背景から日本
ヒューレット・パッカード株式会社がお伝え
します。今のトレンドを押さえておきたい人、
IT インフラの計画をお持ちの方におすすめ
です！

リリースされてから20年余り、「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。

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。

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。
本セミナーでは、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」がどのようなシー
ンで活用できるのかを事例・ソリューションと
あわせてご紹介します。

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IT ソリューションを事例を交えてご紹
介します。

【Interop Tokyo 2017 関連！】

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」と「AutoCAD 
Mechanical」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。過去に同セミナー
をご受講いただいた方も必見の初お披露目機
能も満載でお送りします。

「顧客管理」「行動履歴管理」「分析・抽出」
「情報配信」を一つの管理画面で一元管
理することができるクラウドサービス

「betrend」を、導入事例と共にご紹介し
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・サービ
スと、共に歩む新世代クラウドCAD をご
紹介します。

講師：株式会社ブルーオーシャンシステム 様

講師：株式会社ねこの手
　代表取締役　伊藤 亜記 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

　DB・グループウェアプロモーション課
　丸野 勝明
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効果的

7月14日（金）【E02】コースと同一内容です。

7月11日（火）【B04】コースと同一内容です。

7月12日（水）【C01】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 ［課題解決手法］

大塚商会 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に！ 7
 月号

全国どこでもあなたの席がセミナー会場に！

医療・介護業向け

医療・介護業向け

医療・介護業向け

Office 365「Teams」

製造業向け

Office 365 セキュリティ

リモートアクセス

ITインフラ

製造業向け

BI

BI

ユニファイドコミュニケーション

製造業向け

スマートフォン向けCRM

製造業向け 医療・介護業界様向け情報サイト

医療・介護ナビ

大塚商会　医療介護ナビ 検 索

大塚商会の誇る総合力を生かし、
業界を熟知するチームが一丸となって、

医療・介護業界のIT活用を
総合的にサポートします。

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/category/medical/sp/

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。



新電力とLEDを
最大限活用した
電気代削減のポイントとは？
総務ご担当者様必見！

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］
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

これから始める!?　
電子帳簿保存法

「スキャナ保存」とは
申請企業急増中！

さまざまなシステムの
「データ収集」や「データ整備」を
ツールで簡単解決！
システム連携に必要なノウハウや
アイデアが満載です

Excelなどの身近なITを、
より効率的に活用！
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

「Office 365」に
グループチャット“Teams”登場！
顔の見える「Skype」と、
どう使い分ける？

「働き方改革」に効く！
「たよれーる Office 365」の
新サービスに注目

貴社の「保守プラン」はどうなる？ 
オートデスクの目指す未来と、
お客様に対するこれからの
3年プランとは？
とるべきアクションが分かる！ 
複雑な過日のアナウンスを
分かりやすくご説明します 

「Office 365」なら海外出張も安心
クラウドならではの
月額セキュリティ新たに登場
セキュリティに効く！

「たよれーる Office 365」の
メールやログインがパワーアップ！

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

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

出版業様向け
販売管理システムのご紹介
著者の個人番号の付与が必要な
支払調書提出！大丈夫でしたか？

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」

運送業様向け　
販売管理システムのご紹介
運送業における
日報管理・請求管理から実績管理まで、
一連の業務を効率化！

鋼材卸業様向け加工工程管理と
ミルシート管理のご紹介
紙ベースでの作業からの脱却を
目指しませんか？

きめ細やかな原価/収支管理で
収益率向上へ 
ビルメンテナンス業様向け
販売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？

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

IoT実証実験！ 
「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 

「Autodesk Inventor」＆
「AutoCAD Mechanical」
便利テクニック塾　
〜知って得する便利機能〜
すぐに設計業務に役立つ
便利機能をまとめてご紹介！

【長時間労働是正】
もっと業務を効率化して
時間の有効活用を目指すヒント
労働時間を減らすために、
もっと基幹システムを活用しましょう！

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？

設計効率の抜本的な改善とは!? 
図面ありきからの脱却と意識改革、
上流改善における秘訣について

未来を当てる！
似たものを分ける！
関係を見つける！
データマイニングツールとは何か？
企業の利益に直結するデータ活用

予測分析ツール
「IBM SPSS Modeler」のご紹介
「IBM SPSS Modeler」は、
国内導入実績トップクラスの
予測分析ワークベンチです
パターン発見・予測・分類を
行います

働き方改革への第一歩は
照明コントロール！

「帰りたいけど、帰れない」を
どうする？ 
社員の健康を守る働き方を

「照明」と「IT」の力で実現！

ビジネス版LINE！
モバイル･PCで簡単に使える

「LINE WORKS」で働き方改革
気持ちが伝わると

「チームが動き出す」「仕事がはかどる」

電子帳簿保存法要件緩和 
e-文書法の要件緩和で変わる
領収書・請求書などの
電子化手法、成功のポイントご紹介
e-文書法対応スキャナ保存の
ポイントをご紹介します

SA・MAGを
お使いのお客様必見！ 
今PSAはここまでできます
リモートアクセスアプライアンス、
マイグレーションセミナー

CADユーザー様必見！ 
企業でご活用いただくAR

（拡張現実）
お持ちの3次元CADデータから
簡単にARを作成いただけ、
IoTとも連携できます

製造業様向け！
取扱説明書の作り方

「Adobe Creative Cloud」で
かんたん制作、
社内コスト削減できます

【CIM導入ガイドライン】
Autodeskソリューションで
実践するCIM ［土工編］
これからCIMを検討する方に
おすすめです

「IBM Verse」＋「Box」＋
「Cisco Spark」で変わる働き方
クラウド型コラボレーション系
3社がタッグを組み、

「働き方改革」を支援します

効果的に電気代を削減するには電気代
の仕組みを理解することが大切です。新
電力は導入費用がかからず切り替える
だけで基本料金単価を下げることがで
きます。LED 照明は電気使用量を下げる
ことができます。新電力とLED 照明を組
み合わせて、効果的に電気代を削減する
ポイントをご紹介します。

「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、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。

2015年・2016年と連続の電子帳簿保存
法施行規則改正で、大幅に要件が緩和さ
れた電子帳簿保存法の「スキャナ保存」
に関して、要件緩和のポイントを解説す
ると共に、「スキャナ保存」実現のために
必要な要素や申請までに必要なプロセ
スを先行事例を交えて解説します。

企業システムの環境変化が著しい中、将
来を見据えた可用性のあるシステム構
築のヒントになります。

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。

「Office 365」の 新 機 能“Teams”の グ
ループチャットと「Skype」によるビデ
オチャットを徹底比較！

【Interop Tokyo 2017 関連！】

オートデスクの中長期プランの中にて、
貴社が現在契約中の「保守プラン」が今
後どのようになるのかご理解いただけ
ます。

本セミナーは、どこまで“月額で”セキュリ
ティ対策ができるのかをご紹介します。既に
大塚商会からご利用のお客様にはもちろん、
マイクロソフト直接契約で「Office 365」
をご利用のお客様もぜひご覧ください。大塚
商会から「Office 365」の購入メリットを
お確かめいただけます。

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て来日外国人は
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。

【Interop Tokyo 2017 関連！】

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、属
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。

卸売業（もしくは製造業）と通販業など複数
チャネルをお持ちの企業様へ、在庫の一元管
理、顧客データの効果的な分析など、システム
化のポイントをお客様の事例を基にご紹介し
ます。

運送業の企業様へ、日報情報を基に業
務全般をカバーした販売管理システム
を、お客様の事例なども交えてご紹介
します。

鋼材卸業様でよく聞かれる業務効率化
に関するお悩みごとである「加工工程
の管理」と「ミルシートの管理」をシス
テム化で解決する手法をご紹介します。

見積書、契約管理、スポット売り上げ、作業手
配、請求支払業務を、Excel や手書きにて行っ
ているお客様へ、システム化のポイントをお客
様の事例を基にご紹介します。

Excel などで属人的になりがちな、見積
り・原価管理などのシステム化を考え
ているお客様に最適です。

検証環境を短期間で安価に構築でき、
効果検証にかける期間も短縮できる

「Toami」の特長をご紹介します。

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」と「AutoCAD 
Mechanical」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。過去に同セミナーをご受講
いただいた方も必見の初お披露目機能も満載
でお送りします。

「働き方改革」に含まれる「長時間労働の是正」
対策として、就業関連システムの導入を検討
されている企業は多いと思います。しかし、そ
もそも労働時間を短縮するためには、これま
で以上に「業務の改善」や「効率化」を追求し
ていく必要があります。本セミナーでは、基幹
システムを活用して「時間を減らす」ヒント
をご紹介します。

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。

ITツールの進歩や技術革新によって、高付加
価値でクオリティの高い設計成果物を、よりス
ピーディーに提供できるようになってきまし
た。にもかかわらず、設計部門は常にオーバフ
ロー状態で、設計工数の限界が売り上げの限
界にもなっているのは、なぜでしょうか？本セ
ミナーでは、ムリ、ムダ、ムラのない高効率設計
を行うためには具体的にどうすれば良いか、
BOM 構築の観点から皆様と一緒に考えてい
きたいと思います。

再びAIブームに火が付き、今日たびた
び語られる機械学習。実はデータマイニ
ングそのものは昔からあるのですが、今
いったいどんなものなのか？代表的な
ツールでご紹介します。

予測分析を行うための各種の統計解析
手法、モデリング手法を備えたツールで
す。分析を行うのに必要なデータ加工・
集計をプログラミングなしで容易に設
計・実行することができます。

行政も取り組む一斉消灯の仕組みを、既
設のビルやテナントビルのお客様でも
安価に導入することが可能になりまし
た。本セミナーでは、お客様の事例を交
えてソリューションをご紹介します。

【Interop Tokyo 2017 関連！】

LINE の使いやすさと楽しさはそのまま
に、企業でも安心して使える管理機能・
セキュリティ機能を備えたビジネス版

「LINE WORKS」。圧倒的な“使いやす
さ”が成果につながった成功事例を具体
的に交えながら充実した機能をご紹介
します。

これまでの実績の中から導き出した、成
功、失敗のポイントを分かりやすく解説
します。後半では、事例に基づいた具体
的なソリューションをご紹介します。

社外から効率良く仕事をするために、安全
なリモートアクセス環境は不可欠です。こ
のように業務を支えるインフラは安心し
て使えることが大前提ですが、メーカーサ
ポート終了まで、SA シリーズは1 年半を
切っています。本セミナーではこうした現
状の整理と、新しいPSAで何ができるのか
をご紹介します。

CADベンダーに依存せず、製品設計に
ご活用されているデータから設計者の
皆様ご自身で AR を作成いただけること
はご存じですか？

「Adobe InDesign」を中心に画像配置
やテキストの流し込みといった基本か
ら、印刷用途、電子マニュアル制作のポ
イントなどの応用まで分かりやすく解
説します。

2017 年3 月に発表されたCIM 導入ガイド
ラインについて、「Autodesk Architecture，
Engineering & Construction Collection」
でどの製品でどのように対応できるのかを
デモンストレーションを織り交ぜてご紹介し
ます。今回は土工編を中心にお伝えします。

「働き方改革」で行いたいこととして、「会議を
減らしたい」「メールを少なくしたい」といわれ
ています。またナレッジワーカーは1日の3 割
を情報検索に費やしているといわれています。
これらの課題を解決すべく、IBM の秘書役メー
ル「IBM Verse」、セキュア・容量無制限スト
レージ「Box」そして、チームコミュニケーショ
ン・Web 会議の「Cisco Spark」を組み合わせ
た活用例をご紹介します。

講師：日本システムウエア株式会社
　橋本 大史 氏

講師：株式会社大塚商会　マーケティング本部
　荒井 一人

講師：PTC ジャパン株式会社
　プラットフォーム事業部

　西 啓 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

　DB・グループウェアプロモーション課　丸野 勝明
講師：株式会社大塚商会　マーケティング本部

　榎本 貴 / 伊藤 理恵子
講師：オートデスク株式会社

　田村 弥生 氏

講師：アドビ システムズ 株式会社 様

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
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14:45～15:30

16:00～16:30

10:30～11:10

13:30～14:30

15:00～15:45

17:00～17:40

10:30～11:30

13:00～14:00

14:30～15:10

50分

30分

60分

30分

30分

45分

50分

45分

45分

45分

30分

40分

40分

40分

40分

40分

40分

60分

45分

45分

75分

45分

45分

30分

40分

60分

45分

40分

60分

60分

40分

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

好評につき
再演！

7月27日（木）【M01】コースと同一内容です。

7月27日（木）【M03】コースと同一内容です。

7月25日（火）【K02】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 ［課題解決手法］

・・・
・・・

業界系
IT系

セミナーカテゴリー
・・・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！ 7
 月号

電気代削減

BI

電子帳簿保存法

システム連携

ETL

Office 365「Teams」

建設業・製造業向け

Office 365 セキュリティ

Wi-Fi

無線LAN

出版業向け

通信販売業向け

運送業向け

鋼材卸業向け

ビルメンテナンス業向け

建設業向け

IoT

製造業向け

業務効率化

人事・労務

製造業向け

データマイニング

データ分析

BEMS・プラグワイズ

LINE WORKS

電子帳簿保存法

VPN

製造業向け

Adobe Creative Cloud

建設業向け

IBM

Facebookご活用ください！
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
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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
テ
レ
ビ
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！

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。

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

最新情報をチェック！

建設・製造業のCAD、CAM、CAE
導入のためのヒントが満載！

CADを快適な環境で使ってもらう
ソリューション専門街
「CAD Japan.com」

大塚商会が運営する
建設・製造CAD専門サイト！

最新情報をチェック！

http://www.cadjapan.com

※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。


