総務・経理ご担当者様、製造・業務ご担当者のみなさまに贈る

ホームページからも
詳細がご覧いただけます

開催
⽇時

http://event.otsuka‐shokai.co.jp/15/w1118gkk/

11⽉18⽇

⽔

お申し込み⽅法のご案内
貴社名・団体名、業種、ご⽒名、ご所属部署、お役職、ご住所電話番号、FAX番号、メール
アドレスおよびご希望のコースをご記⼊のうえ、FAX（専⽤お申し込み⽤紙）または、ホーム
ページからお申し込みください。 ※同業他社様のお申し込みは、お断りさせていただく場合がございます。

10:00〜17:30

お申し込み締め切り

11/16（⽉）まで

イベント開催概要
秋も深まる季節、各企業様におかれましては新制度への対応や新年度に向けた準備で⾮常に多忙な時期
を迎える頃かと存じます。そこで⼤塚商会では、総務・経理ご担当者様や製造業務ご担当者のみなさまに、
「今、考えなければならないこと」「業務効率が強化されるヒント」をご提供すべく、イベントを開催いたします。
お忙しい中とは存じますが、ぜひ現在の業務がそのままで問題ないかをご確認いただくためにも、ぜひ弊社
会場へお越しください。
みなさまのご来場を⼼よりお待ち申し上げております。

ご紹介分野
メンタルヘルス

⼈材育成

マイナンバー

電⼦帳簿

会場のご案内

株式会社⼤塚商会 関⻄⽀社
【住所】 ⼤阪市福島区福島6-14-1 ⼤塚梅⽥ビル5Ｆ
【交通】 JR⼤阪環状線「福島駅」より
徒歩6分
JR東⻄線「新福島駅」出⼝1より
徒歩8分
阪神電鉄「福島駅」⻄出⼝2番より 徒歩8分
※ ご来場の際は、電⾞、バスなどの公共交通機関をご利⽤ください。

本イベントに関するお問い合わせは
株式会社⼤塚商会 「業務効率強化セミナー」 イベント事務局 担当：⼤⻄，孝橋（タカハシ）
TEL：06-6456-2661 e-mail：kita-prom@otsuka-shokai.co.jp

ｴｸｾﾙ/ｱｸｾｽ

⽣産管理

セミナープログラム
メンタルヘルス

A1 企業が⾒落とすメンタルヘルスの落とし⽳！
10:30
｜
12:00

いよいよ、2015年12⽉より「ストレスチェック制度」の義務化が始まります。本コースでは、本制度を取り巻く
現状と課題、担当者が押さえておくべき制度のポイント、そして本改正で国が企業に求めている真の⽬的を
解説するとともに、メンタルヘルス不調者を未然に防⽌する為の労務管理からストレスチェックまでの運⽤を実
現するシステムについてご紹介します。
ソフィアステージ社労⼠事務所 代表 社会保険務労⼠ 福⻄ 綾美⽒
⽇通システム株式会社

マイナンバー

A2 番号通知開始！ マイナンバー実務のポイントとIT活⽤⽅法を徹底解説
13:00
｜
14:30

マイナンバー制度の開始が迫り、その対応についての解釈を誤っているケースも⾒受けられます。取扱規程策
定時の注意点や取扱記録の残し⽅をはじめ、企業の実務担当者が誤解しがちなマイナンバー実務のツボに
ついて、要点を絞って解説いたします。また、お悩みの声を多くいただいている取得・管理・廃棄をはじめとした
実務運⽤について、ITを活⽤した管理⼿法もご紹介いたします。
ワイズコンサルティングオフィス 代表 特定社会保険労務⼠ ⼭下 晶 ⽒
株式会社⼤塚商会 ⼤阪北プロモーション課 中川 晶⼦

電子帳簿

A3 領収書、請求書などの証憑類電⼦化の⽅法を教えます！

15:00
｜
16:30

e-⽂書法施⾏後も、普及しなかった国税関係書類の電⼦化。要件のハードルが⾼いことが要因でしたが、
この度、省令改正で緩和されます。電⼦帳簿保存法の概要や規制緩和のポイント、どのような⼿順で証憑
類を電⼦化するのか？の解説をいたします。
後半は、eValue NSを活⽤した具体的な領収書や請求書の電⼦保存⽅法を分かりやすくご紹介いたしま
す。
セイコーソリューションズ株式会社 システムソリューション事業統括部 クロノトラスト部 柴⽥ 孝⼀⽒
株式会社⼤塚商会 業種SIプロモーション部 本⽥ 朋美

エクセル・アクセス

B1 Excel・Accessによる総務・経理のお仕事の属⼈的運⽤からの脱却

11:00
｜
12:00

総務・経理のお仕事は多岐にわたっており、管理・集計業務で、Excel・Accessを使われているケースが多
いのではないでしょうか。
こういった属⼈的な運⽤に不安や限界を感じておられる⽅々を対象に1979年の発売開始以来、進化を続
けてきたSMILEシリーズより、備品・資産管理、社有⾞管理といったご利⽤の多い各種テンプレートをご紹介
します。また、タブレットを利⽤してサイボウズ社提供の業務アプリ構築クラウドサービス「kintone」との連携も
ご紹介します。
株式会社⼤塚商会 ⼤阪北プロモーション課 中森 浩和

展⽰プログラム
メンタルヘルス

マイナンバー

◆ストレスチェック・メンタルヘルスケア対策

◆基幹情報管理

•勤次郎Enterprise 「労務環境改善システム」

•らくらくマイナンバー対応システム

ストレス状態の⾒える化を実現し、⼀連の流れ
をメンタルヘルスケアデータとしてシステムに格納し
ます。

•TimePro-XG 就業/Time P@CK Ⅲ次郎
給与計算のための基礎データ作成を始め、休暇管理、各種勤務表
の作成、⻑時間労働抑⽌、効率のよい⼈員配置等に最適な勤怠
管理システムを構築できます。

マイナンバーの取得から、保管、利⽤、廃棄までの全て
を管理可能なシステムです。⼿書きやワープロ出⼒され
た紙帳票を複合機でスキャンしデータ化、OCR機能を
使って社員マスターを逆引きし、マイナンバーを紐付け、
マイナンバー付き書類として出⼒します。

•SMILE BS 2nd Edition ⼈事給与

「安全管理ガイドライン（技術的・組織的・物理的）」などに準拠し
たマイナンバー対応機能をご提供します。

セミナープログラム
B2
生産管理

13:30
｜
14:30

業務効率を上げる「製造業様向けシステム」のご紹介

〜Excel・Access多⽤による重複作業で、お困りではありませんか？〜

このようなお客様は⼀⾒の価値ありです。
◆⽣産管理は、難しくて運⽤できそうもない・・・
◆ExcelやAccessを多⽤している・・・
◆いま使っている販売管理は、製造業向けではないので少し使いづらい・・・
◆部品や材料の発注・仕⼊・在庫管理をやりたい・・・
◆原価の把握が出来ていない・・・
◆今の⽣産管理がうまく使えていない・・・
本セミナーでは、多くの課題を抱えながらも、⽇本のものづくりを元気にされている中⼩製造業向けに開発、
多くのお客様の課題を解決してきた⽣産管理システムについてご紹介いたします。
株式会社⼤塚商会 本部SI統括部 製造SP

〜経営者、⼈材開発ご担当の皆様に贈る〜

B3 若⼿を腐らせるな！若⼿社員の「社会⼈基礎⼒」を強化するヒント！
人材育成

15:30
｜
17:00

働き⽅の多様化や、世代間による価値観の違いなど、今「働く事」に対する意識は⼤きく変化しています。その
ような状況の中で、若⼿を育てるにあたり何をどの様に伝えたらいいのか、多くの先輩や上司、経営者の⽅が悩
んでいます。
2006年から経済産業省が「職場や地域社会で多様な⼈々と仕事をしていくために必要な基礎的な⼒」とし
て「社会⼈基礎⼒」を提唱しています。
若⼿の社会⼈基礎⼒をどの様に育て伸ばしていけば良いのか。また、受け⼊れる側に必要な事とはなにか。講
師が経営⾰新をご⽀援してきた企業の事例を交えながら、若⼿育成に携わる⽅々が職場で実践するためのヒ
ントをご提供します。
株式会社⼤塚商会 営業本部トータルソリューショングループ TSM⽀援課 北⼭ 千夏

展⽰プログラム
電⼦帳簿
◆⻑期署名クラウドサービス

•eviDaemon ＜エビデモン＞
電⼦データの原本性を確保する⻑期署名データ
を⾃動⽣成。従来、実装が煩雑だった機能を、
すべてクラウドサービスセンター側のアプリケーションサービスとして提
供。システム全体の保守性と処理能⼒の向上およびコスト削減を
実現し、事業部⾨の情報資産管理に⻑期にわたる安⼼をお届け
します。

◆統合型グループウェア

•eValue NS 2nd Edition

ドキュメント管理/ワークフロー/グループウェア機能、それぞれが⾼機能
で⾼いユーザビリティを実現した統合型グループウェア。
マイナンバー対応としてワークフローシステムを利⽤した個⼈番号の収
集、マイナンバー運⽤後の業務フローを正確に実⾏し、記録する「業
務ナビ」などをマルチブラウザ対応により、「いつでも」「どこでも」「快適
に」利⽤することが可能です。
また、国税関係書類のスキャナ保存要件緩和に伴い、スキャン時の
属性⼊⼒やタイムスタンプ付与、⼀括検証機能など強化をしたオプ
ション製品もリリース予定です。

個別のデモ・ご相談会を⾏います。 ※事前予約制
この機会にお困り事を解決しませんか？

⽣産管理
◆機械・装置・機器に関連する統合基幹システム

•Fu-jin ＜⾵神＞

販売管理と⼀体化された組⽴業向け⽣産管理/
製造/販売⼀気通貫型システムです。標準品の
繰返⽣産となる"量産“に対応。「ものづくり⼤国ニッポン」を⽀える中
堅・中⼩の製造業の管理体制を強化し、現場の変⾰をもたらします。

•Raijin ＜雷神＞
標準規格品・汎⽤品の繰返⽣産となる"量産"と、
個別品や特注品などの"個別受注⽣産"との両⽅に
電⼦帳簿
対応しているハイブリッド⽣産管理システムです。設計〜製造〜販売
の⼀気通貫によるコスト削減、納期短縮、⽣産効率の向上を実現
します。

•Ryu-jin ＜⿓神＞
多品種少量ロット⽣産から少品種⼤量ロット⽣産ま
で繰返⽣産型の製造業をトータルにサポートする
電⼦帳簿
⽣産管理システムです。内⽰・フォーキャスト・確定受注など⽣産計
画に基づく⽣産に最適なシステムです。

•Blendjin ＜ブレンジン＞
化学製品製造、原材料製造業向け⽣産管理シス
テムです。配合表（レシピ）での⼿配管理やロット
電⼦帳簿
トレース機能など、在庫・品質管理強化を図り、多段階配合にも対
応しています。

▲

大塚商会 「業務効率強化セミナー」
ＦＡＸ専用お申し込み用紙

0120‐48‐0348

お申し込み先

FAX
《 お申し込み専用URL 》

http://event.otsuka‐shokai.co.jp/15/w1118gkk/
■ お 申し込 み は 、本 誌 「FAX専 ⽤ お申し 込 み ⽤紙 」ま たは 「 ホ ー ム ペ ー ジ」を
ご利⽤のうえ、 お申し込みください。

お 申 し 込 み 締 切

11月16日（月）17:00到着分まで

■お申し込み多数のコースにつきましては、抽選とさせていただきます。
また、お申し込み状況により締め切り⽇より早く締め切らせていただく場合が
ございます。なお、当⽇会場でのキャンセル待ちの受付はおこないません。
■ FAX で 複 数 ⼈ 数 お 申 し 込 み の 際 は 、 恐 れ ⼊ り ま す が 、 本 紙 「 FAX 専 ⽤
お申し込み⽤紙」を⼈数分コピーしてお申し込みください。
■開催⽇7営業⽇前より、当落のご案内および受講証をお送りさせていただきます。

「FAX専用お申し込み用紙」のご記入にあたり、下記の「個人情報の取り扱いについて」の内容をご確認いただき、ご同意の上ご記入ください。

●セミナーお申し込み(ご参加希望のコース番号の下に○を記入してください。) ●デモ＆相談会お申し込み（ご希望のお時間・内容をご記入ください）

A1

A2

A3

B1

B2

B3

デモ＆ご相談会
ご希望
時間

希望する

：

ご希望
内容

欄内の※は必須記入項目です。ご記入漏れのないようご注意ください。
フリガナ

貴社名
団体名

※

フリガナ

ご氏名

※

ご所属
部 署

お役職

〒
ご住所

‐

※

電話番号

※

（

）

FAX 番号※

）

@

メール アドレス
【個人情報の取り扱いについて】

大塚商会と提供企業とは、個人情報保護に関する契約を締結いたします。なお、提供項目は目的達成に必要な最低限とし、提供
手段は当社の定めた安全な手段といたします。また、法令の定めによる場合、お客様ご本人および人の生命や身体又は財産の
保護のために必要な場合、あらかじめお客様ご本人から同意を得ている場合にも第三者に提供します。

最終更新日：2015 年 7 月 1 日

a)事業者の氏名又は名称
株式会社大塚商会

e)個人情報の取り扱いの委託について
ご記入いただいた個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、第三者へ個人情報を委託する場合があります。その場
合は、個人情報保護体制が整備された委託先を選定するとともに、個人情報保護に関する契約を締結いたします。

b)個人情報保護管理者について
株式会社大塚商会 イベント・セミナー事務局 責任者
連絡先は、「f)個人情報のお問い合わせ、開示等手続きについて」をご確認ください。
c)個人情報の利用目的について
展示会、セミナー、トレーニング、懸賞その他（以下「イベント」といいます）に関する参加登録（受付カードへの記入、名刺の受
け渡しを含む）/代金の請求、回収、支払い等の事務処理（有償の場合）/資料請求に関する対応/参加登録された情報に関す
る確認、連絡、問い合わせ、回答（電子メール、郵送、電話、FAXまたは訪問による）/商品、サービスの情報またはマーケティ
ング活動（イベント、改善提案など）に関する情報の連絡（電子メール、郵送、電話、FAXまたは訪問による）/マーケティング活
動（イベント、改善提案など）に関する満足度アンケート調査のお願い、連絡、回答/統計資料の作成/その他一般事務の連絡、
問い合わせ、回答
d)個人情報の第三者提供について
ご記入いただいた個人情報はイベントの協賛・協力・出展企業に提供する場合があります。提供の目的は商品、サービスの
情報またはマーケティング活動（イベント、改善提案など）に関する情報の連絡です。提供する項目は氏名、役職、団体法人
名、部署名、連絡先（ご住所、電話/FAX番号、電子メールアドレスを含む）です。

弊社記入欄

（

社員コード

f)個人情報のお問い合わせ、開示等手続きについて
お客様ご本人またはその代理人が、個人情報に関して、利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止、消
去および第三者への提供の停止(以下“開示等”という)を要求される場合の連絡先は、イベントの主催部署、または下記お問い合
わせ先になります。
手続きについては、大塚商会の次のサイトでご確認ください。
http://www.otsuka‐shokai.co.jp/privacy/operation/maillist.html
お問い合わせ先：株式会社大塚商会 販売企画部
E‐mail:event@otsuka‐shokai.co.jp FAX:03‐3514‐7881
g)個人情報のご記入について
ご記入にあたって、すべての項目を記入いただくかは、任意とさせていただきますが、未記入とされた項目によっては、手続きや適
切な対応ができない場合があります。
h)未成年者の個人情報取得について
本人が未成年者（20歳未満）の場合は、親権者または保護者の同意なく個人情報を取得いたしません。

販売課名

※本お申し込みのFAX到着状況に関するお問 い合わせは、右記のTELまでにご連絡いただけますようお願いいたします。

◆ 開催内容に関するお問い合わせは…

株式会社大塚商会

氏名

TEL：04‐7148‐1735

大阪北プロモーション課

株式会社大塚商会

DM発送センター

イベント事務局

EC) 2015000617

TEL：06‐6456‐2661

