大塚商会

全国どこでもあなたの席がセミナー会場に！

大塚商会

4

月号

4月22日 水

4月24日 金

K01 10:00〜10:40

CTI

L01 10:30〜11:30

製造業向け

電話応対業務を効率化！
大塚商会の導入事例を基にCTIソリューションをご紹介

デザインから製造まで
Stratasys社製3Dプリンターで始める
Additive Manufacturing

顧客対応力を高め、
CS・ESの向上、
人件費削減を実現！

これから3Dプリンターを導入検討されるお客様も必見！

株式会社大塚商会
業種SIプロモーション部

丸紅情報システムズ株式会社
製造ソリューション本部
モデリングソリューション部 営業二課

加藤 文彦

K02 11:10〜11:50

SMILE V

【実践ソリューションフェア2020アンコール】
人手不足時代を乗り越える！
RPA・AI機能搭載の進化系ERP SMILE Vとは

小島 晴也 氏

L02 13:30〜14:00

働き方改革

会議を変える！
働き方改革はコミュニケーションのスタイルから
コミュニケーション変革から始める働き方改革

株式会社大塚商会
業種SIプロモーション部

リコージャパン株式会社
ICT事業本部
コミュニケーション事業企画室

K03 13:00〜13:50

建設業・製造業向け

山口 明弘 氏

L03 14:30〜15:10

製造業向け

「Autodesk Vault」
新機能セミナー

「AutoCAD 2021」および
「AutoCAD LT 2021」の最新情報

オートデスク株式会社

オートデスク株式会社

製造業向け

「Autodesk Inventor 2021」
新機能セミナー

清水 元 氏

L04 16:00〜16:50

製造業向け

「SOLIDWORKS」の最新CG技術！
製造業で活かせるAR/VR
設計の3Dデータ活用範囲をもう一歩広げてみませんか？

新機能がもたらすお客様へのメリットをご紹介
オートデスク株式会社

清水 元 氏

ソリッドワークス・ジャパン株式会社
営業技術部
アプリケーションエンジニア

柿沼 直樹 氏

Oﬃce 365

「Oﬃce 365」
新機能大公開！
「Power Automate」
「Teams」
など、一挙大公開！
「Oﬃce 365」
に興味のあるお客様必見！
さまざまな新機能を実際の画面でご紹介します！
株式会社大塚商会
共通基盤クラウドプロモーション部

大塚商会が運営する建設・製造CAD専門サイト！

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いただくソリューション専門街、
それが「CAD Japan.com」です。

https://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います。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

最新情報をチェック！

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。

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

株式会社大塚商会 オンラインセミナー事務局 担当：片田・大北・石川
E-mail : it-event@otsuka-shokai.co.jp

このイベントに関する
TEL：03-5282-5468
お問い合わせは

清水 元 氏

田上 敦也

新機能がもたらすお客様へのメリットをご紹介

大浦 誠 氏

オートデスク株式会社

株式会社大塚商会

春になれば届く、
2020年
「AutoCAD」
の最新機能とは

K04 15:00〜15:50

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

労働人口減少、
法改正対応、
2025年の崖、
さまざまな荒波を
「SMILE V」
で乗り越えましょう！

K05 16:30〜17:15

全国どこでもあなたの席がセミナー会場に！

営業時間 9:00〜17:30（土・日・祝日を除く）

今月のおすすめを
チェック！

オートデスク製品
新機能をご紹介！

K03「AutoCAD

2021」および
「AutoCAD LT 2021」の最新情報

K04「Autodesk

Inventor 2021」新機能セミナー

L03 「Autodesk

Vault」新機能セミナー

4

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2日 木

4月9日 木

A01 10:30〜11:30

WSUS

Windows 10導入後のアップデート管理と対策、
やさしく解説します

相馬 大高

手間がかかっている注文書・請求書などの帳票発送作業を
ゼロに！ SMILEとも連携できるコクヨの帳票配信クラウ
ドサービス
「＠Tovas
（アットトバス）
」
請求書、
注文書などの帳票業務のアウトソーシング・電子化を実現！

多勢 浩之 氏
人材管理

さまざまな人材情報の可視化と分析ツールの
活用におけるタレントマネジメント製品のご紹介

労働人口減少時代に備えた、
人材データ活用による社員最適配置の実現！

A04 16:00〜16:30

福田 勝志 氏
木原 眞一郎 氏

福田 勝志 氏

木原 眞一郎 氏

データ管理・連携

「iFUSION」
による、
Excel業務改善のご提案
DX
（デジタルトランスフォーメーション）
に取り組む前段階！
最も身近なExcelに関わる業務から見直してみませんか？

大根田 陽介 氏

司会進行： 株式会社大塚商会
業種SIプロモーション部

佐藤 哲也

解説：ASC製造SPソリューション課

小堀 直樹

C03 15:00〜15:45

道山 裕介 氏

B01 13:30〜14:00

データ連携

DX（デジタルトランスフォーメーション）への
取り組みの第一歩

「2025年の崖」
問題
（経済産業省）
における
既存システムへの対応方法のご紹介

小堀 直樹

人事・労務

3倍の投資リターン!?
「経営戦略」として取り組む「健康経営」
のポイントと
企業にもたらす効果

上原 智宏 氏

B02 14:30〜15:20

AI OCR

理論上識字率100％！ AI OCRの常識を越えた
ユニメディア
「LAQOOT（ラクート）」

複数拠点
複数店舗
にも

効果的

AI OCR識字率革命
手書き帳票でも理論上精度100％のデータ化手法とは

株式会社ユニメディア クラウドソーシングユニット
担当マネージャー

安部 宥志 氏
会議ソリューション

対面以上の臨場感を実現する
令和型会議ソリューションのご紹介

複数拠点
複数店舗
にも

本当に効率的なテレワークを実践するためのポイント

大野 秀記 氏

効果的

E02 14:30〜15:10

JBアドバンスト・テクノロジー株式会社
ビジネスパートナー事業部

E03 15:45〜16:30

日通システム株式会社 営業推進本部
マーケティング部 係長

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
クラウドサービス営業部

宮田 英典 氏

グループウェア

株式会社エイチシーエル・ジャパン HCLソフトウェア
デジタルソリューションズ
臼井 修 氏
シニア セールスエンジニア
HCLソフトウェア シニア ビジネスパートナー
エグゼクティブ
鴨志田 喜弘 氏

臼井 修 氏

鴨志田 喜弘 氏

製造業向け

Going CAE
設計者が行う「SOLIDWORKS」の解析

鈴木 遼 氏
kintone

吉永 秀章 氏
オンラインストレージ
複数拠点
複数店舗
にも

効果的

ソリッドワークス・ジャパン株式会社 営業技術部
アプリケーションエンジニア

有限会社SANTA物流コンサルティング
代表取締役

柿沼 直樹 氏

覚張 正也 氏

「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。」
「チャット機能を使って、お客様からの質問にお答えする。
」
…このような、視聴者参加型の 会議室で放映すれば・・・
オンラインセミナーです。
会社の仲間とみんなで
受講できます！

検索

G03 16:30〜17:10

上野 夏恋 氏
建設業向け

建設業の皆様、
オリンピックイヤーから働き方改革を準備しましょう！

見積りの管理や現場ごとの収支をがっちり把握

浅賀 竜哉

4月17日 金

H01 13:00〜14:00

Microsoft Teams
複数拠点
複数店舗
にも

効果的

小澤 大地
物流改革

建設業向け

【BIM/CIM実践講座】3次元地盤地質モデル活用編
「GEORAMA for Civil3D」とユーザー様による
活用事例のご紹介

地盤BIM/CIMモデル活用方法をユーザー様による活用事例とあわせてご紹介します！
基礎地盤コンサルタンツ株式会社
技術本部 i-Con技術戦略室
尾高 潤一郎 氏
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
建設ビジネス推進部
吉田 哲也 氏

H02 14:30〜15:00

尾高 潤一郎 氏

吉田 哲也 氏

BIツール

製造業に変革をもたらす
生産ラインからのデータ取得と可視化
BIツールを利用した生産ラインの効率化とは？
ウイングアーク1st株式会社
営業・カスタマーサクセス統括部

平野 太三 氏
タブレット活用・検査点検業務

タブレット活用で働き方改革！
点検・検査業務データの有効活用で大幅工数削減！

大塚商会 オンラインセミナーは…

オンラインセミナー

F03 16:00〜17:00

BIツール

AIが確かな直観を導く！
進化した第3世代BI「Qlik Sense」による
データ活用のい・ろ・は！

株式会社大塚商会
業種SIプロモーション部

【物流改革第3回】
庫内作業を改善し、
物流人件費の適正化を図る
物流作業改革の改善手順を知る

下村 梨恵

G02 15:00〜15:30

株式会社アシスト
情報基盤技術統括部

「Teams」
って聞いたことあるけど…使ったら便利になるんだろうけど…
よく分からない、
そんな方必見です

いまさら聞けない解析の基礎と効果をご紹介！

テレワーク実践から学ぶ！
生産性向上と家庭の両立は本当にできるのか？

データ活用への第一歩、
超直観的BIツール！

「Microsoft Teams」徹底解剖！
基礎の基礎からお伝えします

F02 13:30〜14:30

VPN

株式会社大塚商会
共通基盤情報通信ネットワークプロモーション部

F01 10:30〜11:15

株式会社大塚商会
共通基盤クラウドプロモーション部

G01 13:30〜14:15

テレワーク実体験

4月14日 火

もはや、
「Notes/Domino」
と
「Oﬃce 365」
は競合ではなく共存の時代!?

大塚商会

効果的

利用シーンで理解を深める
クラウドファイル共有サービス「Box」
ユーザーと管理者がうれしい
「Box」
の扱い方

詳 細・お 申 し 込 み は
ホ ー ム ペ ー ジ か ら！

にも

働き方改革に対応するためには

中長期的な企業成長を支える健康経営！
従業員の健康こそが生産性向上のカギ！

D02 13:30〜14:20

株式会社セゾン情報システムズ
HULFT事業部

複数拠点
複数店舗

プラグインやデータ連携ツールを利用して 一歩 進んだ
「kintone」
活用に興味がある方必見です

【好評につきリピートセッション】
HCL
「Notes/Domino V11」と「Oﬃce 365」の共存

4月3

勤怠管理システム

事例で学ぶ
「kintone」の活用法

佐藤 哲也

D01 10:30〜11:15

日金

シスコシステムズ合同会社
コラボレーション事業 担当部長

製造業向け

4月10日 金

株式会社インプレス 中小企業診断士

B03 16:00〜16:45

清水 正尚 氏

RPAと生産管理による生産性向上、働き方改革
中堅・中小製造業のためのモノづくりIT活用術

E01 13:30〜14:00

株式会社ヒューマンテクノロジーズ
チャネル開発部

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］
講師：ユーザックシステム株式会社
パッケージビジネス部
道山 裕介 氏
東日本PB営業グループ

コクヨ株式会社 事業開発センター
ネットソリューション事業部 @Tovas推進グループ

ブロードマーケット営業部
課長代理

株式会社ゼネテック エンジニアリングソリューション本部
営業技術部 FlexSim営業技術課 チーフエンジニア
機械保全一級技能士

C02 13:30〜14:30

4月16日 木

「勤革時」で
スマートな働き方改革の第一歩へ

2019年度評価ナンバーワン※の課題解決＆最適化支援ツール
「FlexSim」
による生産性向上シミュレーション

電子配信

株式会社ロココ
ブロードマーケット営業部 部長

製造業向け

※2019年度評価ナンバーワン
（出典）
：Best Discrete Event Simulation Software - 2019 より

A02 13:30〜14:10

A03 15:00〜15:30

C01 10:30〜11:10

生産・物流シミュレーションソフト「FlexSim」
バーチャルファクトリーシミュレーション【工場ライン編:その1】

Windows 10、
アップデート対策なしだとトラブルを招きます！

株式会社大塚商会
共通基盤セキュリティプロモーション部

4月13日 月

4月20日 月

J01 13:30〜14:30

物流改革

【物流改革第4回】物流サービス基準の作り方

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！

物流サービスの適正化を図る手順を知る

株式会社シムトップス

有限会社SANTA物流コンサルティング
代表取締役

鯰江 大作 氏

大沢 愛絵 氏

平野 太三 氏

※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います。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。

