
ThinkDRIVE BWG大阪
(旧コンパクト商材販売推進会BWG） ７回定例会

Business Alliance Consortium

【主な会議内容】現在 リーダー 今井 康雄 BWG登録メンバー数 26名

○第七回定例会 web会議 10月12日(月) 16:00～17:00 13名参加

主議題：第二回ThinkDRIVE大阪セミナー(ウェビナー)(9月25日(金)）開催

参加者23名（事前申し込み30名 参加率 77％）

：アンケート結果後フォロー会議

リード先の選定、アクション担当等々の取り決め
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ThinkDRIVE BWG大阪 第７回定例会 議題

会議内容 (敬称略）

開催日 10月12日(月) 16:00～17:00 会議手法 WEB google HangoutMeet 予定

16：00～16：20 ThinkDRIVE 第２回セミナー開催結果報告 （開催日 9月25日(金) 15:00～17:35 ）

報告事項

a.申込者30名、参加者23名、アンケート回答 15名 リード先 13名

b.リード先選定、フォロー方法の相談

別途アンケート集計エクセル参照で相談。

16：20～16：30 ThinkDRIVEBWG大阪 今後の活動について

今後の活動

レノボ製サーバー販売に重きを置いた活動

ウェビナー開催について

10-12月の開催は休止。

16：30～16：45 1分間スピーチ 出席者全員

16：50終会

次回定例会開催日 第八回 11月9日（月） 16：00～17：00 web会議

会議直前にグループチャットにWEB会議URLを案内
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ThinkDRIVE BWG大阪 第7回定例会 取り決め事項

第7回定例会 取り決め 事項 (10／15(木） BAC大阪 定例会で発表）

１．セミナー実施後のフォローについて

リード先 13名について

10月16日(金)メドで各社タイミングでリード先にアプローチを行う。

アプローチ先：①アンケートで詳細説明を希望にチャックされた方

②アンケートで講演内容評価「大変満足」にチェックされた方

10月23日(金)メドでリード先にアプローチを行う。

①アンケートで講演内容評価「やや満足」にチェックされた方

アプローチ状況は、必要に応じて、チャットワークに報告。

詳細は、次回第八回定例会（11月9日(月) 16：00～17：00で各報告。

2．今後の活動について

ThinkDRIVEBWG大阪は、レノボサーバ販促になるソリューションをベースにセミナー開催。

ただ、次回10-12月四半期は、ウェビナー開催を一旦休止する。

今後のソリューションズ、販促方法は次回、定例会で相談を行う。（各自案を考える）
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第二回 ウェビナー開催概要（実施済み）

タイトル ThinkDRIVEセミナー企画 Vol.2
～ 「Re:START下期のビジネスへお役立ち情報セミナー 」）～

セミナー概要
無料バーチャルイベント、Re:STARTと題し下期のビジネスに役立つソリューション盛りだくさんの内容と
なっております。ビジネスアライアンスコンソーシアム（BAC)の会員企業から旬なソリューションをご紹介さ
せていただきますので今後のビジネスへお役立ていただける内容となっております。

チラシ 別紙参照「チラシ案(ThinkDriveセミナー大阪).pdf」（9／14作成済み）

目的/対象 「Lenovoサーバー・Lenovoパソコン

日時 ２０20年９月25日（金） １5：0０－１7：３０

主催・共催 主催 ThinkDRIVE 共催 レノボ株式会社 ネットワールド株式会社

講演者集合場所 レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ合同会社 大阪支店セミナー・ルーム （ ）

定員（集客数） 5０名 （ウェビナー形式） zoom配信予定

集客開始 ９月 14日 月曜日 申し込みサイトオープン、各社メール等配信

https://les.oatnd.com/osaka-0925

参加費 無料

集客目標 デジタルツールおよびBACメルマガにより集客、また、BAC講演者各社 ５名ノルマ
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９月2５日ウェビナー開催プログラム（実施済み）
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（ウェビナー開催内容）開催日　9月25日(金)　使用ツール：ZOOM

No 時間 タイトル 講演者

1 15:00-15:10 ご挨拶・本セミナー開催の目的
ビジネスアライアンスコンソーシアム
会長 岩宮 伸幸

2 15:10-15:25
NutanixFilesでファイルサーバーも
LenovoThinkAgileHXで簡単Digital化

レノボ・エンタープライズ・ソリューション
ズ合同会社　竹村亮祐

3 15:25-15:40 非対面ソリューションのご紹介
株式会社神戸ITパートナーズ
代表取締役  岩崎　学

4 15:40-15:55
AI-OCRとRPA「ロボパット」の連携により、今まで事
務処理に多くの経費（人手と時間）を大幅に削減！！

オアシ株式会社
マネージャー　今井　康雄

5 15:55-16:10 テレワークに対応した勤怠管理ソリューション
クロノス株式会社　営業部　小林琢馬営業部
小林琢馬

6 16:10ｰ16:20 休憩

7 16:20-16:35 場所の制限を越えたオフィスが作れるか？
株式会社ミライト情報システム
担当部長   岩宮 伸幸

8 16:35ｰ16:50
エコシステムが『人』と『企業』をつなげる　～PCA
hyperのAPIエコノミー～

ピー・シー・エー株式会社
SIパートナー営業推進課　係長　片平 憲和

9 16:50ｰ17:05
ソーシャルディスタンス機能追加のOfficeDARTS（オ
フィスダーツ）

株式会社キーポート・ソリューションズ
セールスマネージャー　　　福井　優子

10 17:05ｰ17:20
　小さく始めて、大きな成果、Ansibleよる運用作業
自動化の3ステップ　失敗回避の秘訣！！

日本サード･パーティ株式会社　ITサービス部
部長　井上 健太郎

11 17:20-17:35 HCIで何故Nutanixが選ばれる？
Nutanix Japan合同会社　Head of Japan OEM
Business　筒井昭夫

12 17:35 終会とオンラインアンケートのお願い 主催者

セミナータイトル 「Re:START下期のビジネスへお役立ち情報セミナー」



ThinkDRIVE BWG大阪定例会出席メンバー
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第一回 第六回 第七回 第八回

企業名 お名前(敬称略） 備考
コンパクト
商材登録数

4月24日
(金)定例
会　出席

者

9月14日
(月)定例
会出席者

10月12日
(月)定例
会出席者

11月9日
(月)定例
会出席者

株式会社ミライト情報システム 岩宮　伸幸 ○ ○ ○
オアシ株式会社 今井　康雄 リーダー ○ ○ ○
サイオステクノロジー株式会社 中村 光広 ○
ピー・シー・エー株式会社 桜井　利伸 ○ ○
日本マイクロシステムズ株式会社 橋爪　正樹 ○ ○ ○
マイクロシステム株式会社 佐々木　吉孝 ○ ○
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ 渡辺　直秀 2 ○ ○
株式会社エスエーティ 田中　豊 ○ ○ ○
株式会社ユニットコム 長江　正人
株式会社アクテック 横田　恭一
クロノス株式会社 小林　琢馬 ○ ○
日本マイクロシステムズ株式会社 宮原　信人 ○ ○ ○
コラボ株式会社 蛇渕　晃永 ○
ピー・シー・エー株式会社 安岡 正明 サブリーダー 2 ○ ○ ○
ピー・シー・エー株式会社 片平 憲和 ○ ○ ○
オアシ株式会社 佐名　功 ○
クオリカ株式会社 小久保　謙太郎
リコージャパン株式会社 泉田　稔
株式会社ビーティス 清水　里香 1 ○
株式会社 神戸ITパートナーズ 岩崎学 6 ○ ○ ○
コンピューターマネージメント株式会社 栗原　黄太
actuarise株式会社 三島 浩一 2 ○
レノボ株式会社 竹村 亮祐 ○
NCS&A株式会社 平野　良介
日本サード･パーティ株式会社 佐藤 裕寿 ○ ○

合計 13 13名 14名 13名

ThinkDRIVE　BWG　登録メンバーリスト　＆定例会出席者名簿


