
■お問い合わせ　株式会社大塚商会　仙台支店　ＴＥＬ：022（292）8831  営業時間／9:00～17:30（土・日・祝日を除く）

■本イベントの詳細・お申し込みは下記ホームページから！ ■お申し込み締め切り

●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。  ●掲載の商品、サービスは予告なく仕様変更、終了となる場合がございます。  ●このチラシは、RICOH ProCシリーズにて印刷したものです。

Aコース
A01

「社内の紙文書が多く、なかなかテレワークが進まない…」そん
なお悩みを最近よく耳にします。紙の領収書・請求書は、「電子
帳簿保存法」の要件を満たすことで電子保存することができま
す。近年ハードルが下がり続けている「電子帳簿保存法」の要件
と、出社せず会計業務ができるようにするポイントを、分かりや
すく解説します。

将来的には出社せずに会計業務！
領収書・請求書などの国税関係書類電子化セミナー

10：00～10：40

A05

前半は「子どもに会社を継いでほしいが、まだ若くて経営を任
せるのは不安だ…」「後継者に継がせた後に自分はどうなるの
か？」という自身の会社経営や事業承継の経験談を交え、事業
承継におけるポイントをご紹介します。
後半は「先代のカリスマ性や交渉能力は遠くおよばないが本当
に会社を引っ張っていけるのか？」「先代がいつまでも譲ってく
れず、一体いつまで後継者をやればいいのか？」という不安や
疑問は法律・制度という武器をうまく使うことによって解消する
ことができる、というお話をお贈りします。

事業承継をした前経営者と現経営者から贈る言葉
　前半～譲る側の気持ちと今準備すべきこと～
　後半～受け継ぐ側の気持ちと今知るべき法律・制度～

16:30～17:30

A02

ポストコロナ時代の働き方には「脱・ハンコ」「ペーパーレス」は
必須の要素です。場所や紙に依存しない働き方実現のために、
文書ワークフローの効率化や非対面かつ迅速な契約書への署
名、また「eValue V」ほか、既存文書管理システムとのシームレ
スな連携例を中心にご紹介します。

電子サインで実現！「脱・ハンコ」「ペーパーレス」
のための文書管理と電子サイン

11:10～11:50

A03

withコロナ、アフターコロナで新たな生活様式の必要性が叫
ばれ、働き方についてもますます多様性が求められています。
特に急速に広まったテレワーク（在宅勤務）について新たな労
務問題が噴出してきました。「メンタルヘルス不調の休職社員
が在宅勤務で復職したい」「在宅での休憩中は労災となるの
か」など、テレワーク導入のポイントと、事例にのっとった実務対
応ポイントを解説します。

宮城の社労士が語るwithコロナ、アフターコロナで
新たに起きてくる労務問題と実務対応 

13:00～14:00

A04

「小ロットでチラシなどを作りたい・・」「デザイン費をかけずに
社内で販促物を作りたい・・」「社内にデザインができる人がい
ないけれども、人件費は抑えたい・・」そんなお悩みはございま
せんか？ハードルが高いと思われがちなこの課題も、ある仕組
みを使えば簡単に解決できます。以前実施し、大好評で終了し
た「販促物の内製化セミナー」。さまざまな企業様のご要望に
応じ、アンコール開催させていただきます。

初心者がこのデザインを作成!?
気軽に始める販促物内製化の仕組みをご紹介

14:30～15:10

Bコース
B01

新型コロナウイルスの影響で突如実施を余儀なくされたテレ
ワーク。それと同時にWeb会議システムの需要も高まりました
が、分からないことだらけでの導入を不安視されていないで
しょうか？本セミナーでは、今すぐ使えるWeb会議の選び方を
大塚商会の活用事例を交えてご紹介します。

動かずに仕事する！
ピンチをチャンスに変える会議システムの選び方

9:50～10:30

B02

新型コロナウイルスの感染拡大が始まってから数カ月が経ち
ますが、収束の兆しはいまだ見えません。その中で「出社せずに
働くこと」や「柔軟に快適にテレワークできる環境」が、多くの人
に求められています。とはいえ「何から始めればいいのか分か
らない」「うちの会社では難しい」という声も多いのが現状で
す。テレワークを成功させるには何が重要なのか？テレワーク
歴の長いサイボウズだからわかる、テレワーク成功のコツをご
紹介します。

成功と失敗の違いはどこ？
リモートワークを成功させるコツ

11:00～12:00

B03

i-Constructionが進み3次元データの活用が広がりを見せて
おります。本セミナーでは、業務効率化や提案力アップのため、
3Dモデルの簡単な作成方法や点群データなどとの利活用を
交えながらご紹介します。

点群・モデルによる3次元活用セミナー
13:00～14:40 

B04

コロナ禍でテレワークが促進され、私たちの働き方は大きな変
化を求められています。「新しい働き方」を実現するためのさまざ
まな工夫と変革を、オフィス見学でご紹介します。

オフィスツアー2020
「コロナ禍での新しい働き方」 

15:10～15:40

B05

大好評！抜群の手描き感覚で間取りを作成できるiPadアプリ
「まどりっち」のデータが3D建築専用CADシステム
「ARCHITREND ZERO」に連携できるようになりました！本セ
ミナーでは「まどりっち」で描いた間取りを「ARCHITREND 
ZERO」に連携し、最新レンダリングシステム「ARCHITREND 
V-style」を使用することで、たった30分で手書きの間取りから
写真のようなイメージパースを仕上げる術をご紹介します！

業界初！
最新版「ARCHITREND ZERO」だからできる
「最高のプレゼンを、最速のスピードで」

16:10～17:20

Cコース
C01

IT導入補助金や中小企業経営強化税制など、今すぐ利用でき
て業務改善に有効、しかもお得な国の各種施策を分かりやすく
ご紹介します。

コロナ時代を生き抜くために！
補助金・助成金・設備投資優遇税制を利用して賢く設備投資

9:50～10:30

C02

テンプレート設計手法は、設計ルールやノウハウをExcelと
3DCADデータに埋め込み、誰でもベテランのような設計がで
きるという手法です。設計部署でテレワークを実施する場合に
も有効な手法です。本セミナーでは、テンプレート設計手法を、
設計効率向上や、若手設計者の育成に取り入れ効果を上げられ
ているお客様の導入事例と共にご紹介します。

テレワーク時代でも設計効率を追及
～テンプレート設計手法のご紹介～

11:00～12:00

C03

大塚商会では「あったら便利」で「設計業務が効率化できる」
「SOLIDWORKS」のカスタマイズツールをサブスクリプション契
約を締結しているお客様に無償で配布しています。以前から34個
のツールを提供していますが、このたび新しく 「SOLIDWORKS 
PDM」のための七つのツールを含む、「SOLIDWORKS PDM 
Collection KIT」が登場しました。本セミナーでは、二つのキット、
合計41ツールの機能を一部実機操作を交えて紹介します。

「SOLIDWORKS」サブスクリプション加入特典
～「SOLIDWORKS Collection KIT」/
「SOLIDWORKS PDM Collection KIT」 ご紹介～

13:00～14:00

C04

活用の分野・活用するヒト・活用の方法が日々広がり、新しく進
化している3Dデータ活用。3DCADで作成される設計データ
は、その製品を製造する設備や治具の作成・検証にも活用され
ているほか、3Dプリンターや3Dスキャナーの利用にも
3DCADが必要です。また、顧客との打ち合わせや広告にも、
CGやVRを使うことが当たり前になりつつあります。こうした
3Dデータの導入・活用が資産となり、ひいては企業の成長に
つながります。本セミナーでは、そんな3Dデータ活用のメリッ
トの全容をご紹介します。

「SOLIDWORKS」で始めよう！
3Dデータ活用の世界

14:30～15:30

C05

時は金なり。フランスでは「Le temps c’est de l’argent.」と
言います。今、お金をかけずにファイル管理をしている皆様！お
金をかけないことで時間を費やしていませんか？正しいリビ
ジョンはどれか、誰かが間違って上書きや削除をしていないか？
PDMはこれらの問題を回避でき、データをキチっと管理するこ
とで、他部門でも設計データを効率良く利用することができま
す。時間をお金で買うことで、お金をかけたほうが利益につな
がった！ということに変わるのです！PDMで業務の効率化を図っ
てみてはいかがでしょうか？ 

金かけへんでどうすんねん！PDM導入しようや！ 
1６:０0～1７:０0

お申し込みの注意事項
●新型コロナウイルス感染拡大の影響、および感染防止の観点から、やむを得ず配信方法の変更や急きょ配信を中止する場合もございます。ご了承ください。
●抽選結果ならびに当選者への受講証は、開催日の前日までに、順次E-mailにて送信させていただきます。
●お申し込み多数のセミナーにつきましては、抽選とさせていただきますが、さらに一定数以上のご応募があった場合、早期に募集を締め切らせていただく場合がございます。
●締め切り日時を過ぎてからのお申し込みにつきましては、受講のご案内を配信できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
●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。
●本セミナーの録画・録音・画面キャプチャーなどの複製および、その転載・引用などのあらゆる二次利用を禁止します。

前半：事業承継センター株式会社　取締役会長　内藤 博 氏
後半：事業承継センター株式会社　代表取締役　金子 一徳 氏

講
師

株式会社大塚商会　統合戦略企画部　ドキュメントプロモーション課
岡野 純子

講
師

アドビ株式会社　デジタルメディア事業統括本部
パートナー営業統括部　佐藤 良平 氏

講
師

社会保険労務士きくち事務所　社会保険労務士
菊地 敏宏 氏

講
師

株式会社大塚商会　仙台DS販売課2係
池野 伸一

講
師

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
UCプロモーション課　内村 公一

講
師

サイボウズ株式会社　チームワーク総研　シニアコンサルタント 
なかむら アサミ 氏

講
師

福井コンピュータ株式会社
佐々木 睦 氏

講
師

リコージャパン株式会社
国分 千春 氏

講
師

福井コンピュータアーキテクト株式会社講
師

株式会社大塚商会　統合戦略企画部
須田 洋一 

講
師

株式会社大塚商会　首都圏PLMサポ－ト1課
猪狩 泉里

講
師

株式会社大塚商会　たよれーるCADサポートセンター　
石川 雅夫

講
師

ソリッドワークス・ジャパン株式会社　営業技術部
営業技術一課　アプリケーションエンジニア　柿沼 直樹 氏

講
師

ソリッドワークス・ジャパン株式会社　営業技術部
営業技術一課　主任アプリケーションエンジニア　塩入 浩也 氏

講
師

10月8日開催 10月5日（月） 10月13日開催 10月9日（金）

の秋
セミナーのご案内 ZOOMを使用しての配信になります

in 仙台
オンラインフェスタ
2020

参加費無料／事前予約制

https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/20/1013sendai/

どこでも
参加可能
どこでも
参加可能

https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/20/1013sendai/

参 加 方 法

Step1

Step2

イベントホームページから
お申し込みください。

事前準備に必要なものや、当日のアクセス先
などを記載した資料をメールにてお送りします。

当日、メールにて送られた指定のURLをクリック
し、参加できます。

10月8日開催   10月5日（月）
10月13日開催 10月9日（金）

■お申し込み締め切り

参加方法ご案内

Step3 オンラインにてご参加

申し込み 特典特典
ご参加のお客様へ
ご参加
記念品

たのくんオリジナルエコバッグ
もれなくプレゼント！

※記念品は予告なく変更する場合がございます。

10月
10月8 日 開催木

9:50～17:30

10:00～17:00

必要なものはPCとインターネット環境だけ！必要なものはPCとインターネット環境だけ！必要なものはPCとインターネット環境だけ！

簡単にご参加いただけるITオンラインイベントです

コロナ禍を
生き抜く！

サイボウズ株式会社　チームワーク総研　シニアコンサルタント 

なかむら アサミ 氏
講
師

社会保険労務士きくち事務所　社会保険労務士 菊地 敏宏 氏講
師

成功と失敗の違いはどこ？
リモートワークを成功させるコツ

11:00～12:00
B02

宮城の社労士が語るwithコロナ、
アフターコロナで新たに
起きてくる労務問題と実務対応 

13:00～14:00
A03

10月8日 開催木

オンラインセミナーオンラインセミナー

オススメ

オススメ

コロナ禍に注目コロナ禍に注目

8日木
【オンラインセミナー】

13日火
【オンライン展示】



受付

工事不要の入退室管理

特別コーナー

5G

クラウドゾーン

テレワークゾーン

セキュリティゾーン

基幹システムゾーン

おもしろ展示

電子化ゾーン

NetAttest

FortiGate

Cloud Edge

ZOOM

UNIVERGE Aspire WX

お掃除ロボ Whiz

体温測定顔認証リーダー

カンタンサイネージ

電子鍵 Akerun

v6プラス、v4速度比較コーナー

IMC

Pro C

POD

たよれーる
Microsoft 365

たのめーる

5G

RPA

SMILE V

eValue V

IMC&M-PaC 会社パソコンを簡単・安全に遠隔操作
RemoteView

ADV

C165

LX

Adobe Sign

勤革時

勤次郎Enterprise

kintone

LAQOOT

楽楽精算

販売・会計・給与などの基幹システムと
情報システムが融合し業務効率アップ

おすすめコロナ対策グッズをご紹介

工事不要の入退室管理

シンプル＆高品質なWeb会議

チームワーク強化、業務効率アップに

多様なワークスタイルを叶える
多機能ビジネスフォン

リモートアクセス（PSA）
安心・安全な

インターネット接続を実現

いつもの定型業務を自動化

一人月額300円で始められる
お手軽勤怠管理システム

手書き文字も高精度でデータ化
AI OCR

複雑な勤怠管理もお任せ
クラウド型勤怠管理システム

国内で最も選ばれている
クラウド型経費精算システム

法的に有効な
電子契約・電子署名サービス

ノンプログラミングで
クラウド型アプリを簡単作成

日本のUTM市場シェア No.1（注1）

サイバー攻撃対策の切り札

電子証明書が『なりすまし』を防ぐ！

今話題
の“プ

リント
オンデ

マンド
”に触

れよう
！
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！
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SALE

10月13日 開催火
の秋 in 仙台

オンラインフェスタ
2020 ITソリューション        MAP展 示

ネットがつながっていればどこからでも参加可能

イベント詳細はWebのイベントページをご確認ください。
■お申し込み締め切り　【オンラインセミナー】10月8日開催10月5日（月）　　【オンライン展示】10月13日開催10月9日（金）

https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/20/1013sendai/イベントページURL

業務ツールを改善し、
効率化をはかりたい！

面白いIT商材を見てみたい！

テレワーク時や外出時も大活躍！
場所を選ばずに使えるおすすめクラウドツール

会社のセキュリティ対策を
しっかりしていきたい！

テレワークを実施するにあたっての、
必要なソリューション

出力機を最大限に
活かしたい インタラクティブ ホワイトボード

（注1）出典：フォーティネットジャパン株式会社
ホームページより
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