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営業部のブログを更新中です。
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平素は格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。

オーシャンブリッジ

スタッフ紹介リレー
今回は、営業部、経営管理部の若手 2 名をご紹介します。

おかげさまでオーシャンブリッジは本年 6 月に創業 15 周年を迎えることができました。
これもひとえに弊社製品をご活用、ご提案いただいております、お客様ならびにパートナー
様のおかげと心より感謝申し上げます。
ファイルビューア「Brava」は、国内拠点やサプライヤー、さらに海外拠点との重要な
技術文書や図面共有における情報漏えい対策やワークフロー用途としての導入が、
製造業を
中心に増えております。

SHIORI TAKANO

ファイル軽量化ソリューション「NXPowerLite」は、昨年リリースしました独自開発の
アプリケーションやファイル管理システム等に組み込み可能な「ソフトウェア開発キット
（SDK）」のお問い合わせや導入が進んでおります。
「東京オリンピックが開催される 2020 年までに、売上高、社員数を倍増する」という目標に
向かい、お客様、パートナー様とともに成長を続けてまいりますので、今後とも変わらぬ
お引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

営業部

高野 栞

（たかの しおり）

暑さ厳しい日が続いておりますが、貴社の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

盛夏

株式会社オーシャンブリッジ

Q：お客様、パートナーの皆様へのメッセージ
A：いつも格別のお引き立てをいただきまして誠にありがとうございます。今後、お会いする機会も
多くなっていくことと思います。その際は、様々なお話をお聞かせいただければと思います。今後
ともどうぞよろしくお願いいたします。

OceanBridge Topics

平成 28 年

Q：仕事でのやりがい、楽しいことを教えてください。また苦しいことやつらいことはありますか？
A：やりがいは、色々な仕事を任せてもらえることです。今までの自分ができる範囲の仕事だけでなく、
やったことがない仕事や今の自分にとっては難しい仕事でも挑戦させてもらえる環境は本当に
有り難い限りです。仕事で楽しいと思う瞬間は、お客様やパートナー様に弊社製品を「面白い」と
言っていただけた時です。弊社の製品はどれも「ユニーク」で「つかえる」製品です。それをわかって
いただけた時は本当に嬉しく思います。
苦しいことと言えば、渋谷という立地でしょうか。美味しいお店や素敵な場所が沢山ありますので、
毎日が誘惑です。誘惑と闘いながらも、日々精進して参りたいと思いますのでどうぞよろしく
お願いいたします。

トピックス

リモートコントロールツール「ISL Online」は、2015 年国内リモートコントロール市場
で「総合」および「オンプレミス」の 2 分野でシェア No.1 を獲得し、導入企業社数が急増
しております。

Q：自己紹介をお願いします
A：営業部の高野と申します。今年 1 月にオーシャンブリッジに入社しました。現在、パートナー営業を
担当しています。
出身は長野県長野市で、家の周りはりんご畑や田んぼだらけの自然が多い環境で育ちました。
小さな頃は犬の散歩をしていると、近所の方からりんごをお土産にもらったものでした。家の中で
遊ぶよりも外を駆け巡るのが大好きで、男の子に混ざって秘密基地もよく作っていました。大学
進学を機に、憧れの東京に上京しました。大学では国際関係学科で言語学を専攻していました。言語
から見る日本や世界の文化や歴史というものがとても興味深く、楽しく学ぶことができました。
趣味はダンスと書道です。どちらも幼い頃から習っていたのですが、小さな頃はどこでも踊ったり、
ノートをとる時にその日の表題を筆ペンで書いたりと、少し（？）変わった子でした。好きなことは
食べること。美味しいお店やお料理が気になって気になって仕方ない今日この頃…ぜひご教示くだ
さい！

SHIORI SUZUKI

経営管理部

鈴木 詩織

（すずき しおり）

Q：自己紹介をお願いします
A：今年 1 月に入社しました、経営管理部の鈴木詩織と申します。以前は金融機関の窓口に立って営業
と事務をしていたのですが、英語と事務スキルの向上を目指しキャリアアップとしてオーシャンブ
リッジに入社しました。畑違いの IT 業界ですが知識がほとんどなくとも、先輩達が「理解できた？」
「困ったことはない？」と優しく指導してくださるおかげで毎日が楽しく、日々新しいことを覚え
ながら仕事をしております。
出身は神奈川県の非常に田舎な場所で、突然の渋谷（大都会）通勤にビクビクしております。人が多く
ビルが高く騒がしい街並みは未だ慣れませんが、社員スタッフと気軽に美味しいものを楽しむこと
ができるので好きになりつつあります。これから美味しいお店や好きな場所を開拓していきたいと
思っております。
趣味は海外旅行でこれまでフランス・イタリア・トルコ・台湾・アメリカ・中国・韓国などいろ
んな場所に行きました。死ぬまでに行きたい場所がまだまだ沢山あります。今年は香港に行く予定
なので、思いっきり楽しむべく計画を立てています。
段々と業務に慣れてきましたので、趣味と仕事と
メリハリをつけて資格習得などを目指し、日々精進できるよう頑張ります！
Q：仕事でのやりがい、楽しいことを教えてください。また苦しいことやつらいことはありますか？
A：前職がほとんどメールを打つことのない仕事でしたので、ビジネスメールというものを正確に迅速に
打つことに苦労しております。優しい先輩達に添削をしていただいたり、本を読んだりして、なんと
日本語の勉強からの開始となったくらいです。やっと何とか一人で送信ができるようになったもの
の、今でも日本語の間違いが多くあるので、反省して油断せずに取り組みたいと思います。そそっか
しいので自分を信用せずに（笑）努力したいと思います。
仕事のやりがいは毎日英語に触れることができるということ、向上心の強い先輩達に囲まれ日々
社会人として成長できるところです。まだまだ 1 人前とは程遠い社会人ですが、先輩達を見習って
成長していきたいと思います。
Q：お客様、パートナーの皆様へのメッセージ
A：皆様と中々直接お会いできる機会はないかと思いますが、納品や請求書の発行等などで間接的に
やりとりさせていただいております。正確且つ迅速丁寧な対応を心がけてまいりますので、今後
ともどうぞよろしくお願いいたします。
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オーシャンブリッジ

オーシャンブリッジ

オーシャンブリッジの

” つかえる” ソフトウェア＆サービス
主要海外 IT ベンダーと主な取り扱い製品

海外には、日本でまだ知られていないソフトウェアや IT サービスが数多くあります。
オーシャンブリッジはその中からお客様に喜ばれる本当に便利でユニークな製品を見つけ出し、
日本のお客様に最適なかたちでお届けします。
海外のテクノロジーと日本市場をつなぐ「架け橋」として、日本の産業に貢献していきます。

ワンタイム＋常駐接続で使えるリモートコントロール

日本市場における豊富な実績と強固な事業基盤
これまで米国製、英国製、スロベニア製を中心に、サーバーソフトウェア、デスクトップソフトウェア、クラウドサービス
などを数多く立ち上げてきました。
これらソフトウェアや IT サービスを、50 社を超える国内パートナー企業との販売・技術・マーケティング面でのアライアンスを

通じ、大手企業を中心とする数万社のエンドユーザー企業に対して販売し、サポートを提供しています。
こうした豊富な実績と強固な事業基盤を活かし、今後も続々と新しい IT ツールを海外から発掘し、日本市場に提供していきます。

●

●

オーシャンブリッジのバリュー

●

社内ヘルプデスク、
お客様への製品サポート、
遠隔地サーバーメン
テナンスなど様々な用途。
お客様環境にマッチする豊富なライセンスをご用意。
2015 年リモートコントロール市場国内シェア第 1 位を獲得。

ファイル軽量化ソリューション
NXPowerLite は、重い Microsoft Oﬃce ファイル・JPEG ファイル・
PDF ファイルを、ファイル形式はそのままに、最大 50 分の 1 に
軽量化するソリューションです。デスクトップエディション、ファ
イルサーバーエディション、ソフトウェア開発キット（SDK）の
3 つのエディションで展開しています。

ビジネスモデル
海外製のソフトウェアや IT サービスを発掘・ローカライズ（日本語化）し、日本市場に合った形で国内パートナー企業との
アライアンスを通じて、幅広くエンドユーザーに販売しています。製品選定の基準は、私たち自身が 1 ユーザー、1 ビジネスパー
ソンの視点で「これは便利！」「ぜひ使いたい！」と心から思えるかどうか。
そうした本当に つかえる IT ツールを、幅広いパートナーネットワークと安心のサポート体制を通じて、日本市場に提供

●

●

しています。

●

OceanBridge Topics

OceanBridge Topics

海外のテクノロジーと日本の顧客ニーズを結び付ける最適なシナリオを構築できるのが、オーシャンブリッジのバリューです。
海外の IT ベンダーに対しては、テクノロジーと日本市場を最短距離で結び付ける、事業戦略・マーケティング戦略・販売戦略

などの事業展開シナリオと、広範なパートナー＆顧客ネットワークにより、スピーディな事業立ち上げ・収益拡大を実現し
ます。
国内のパートナー企業に対しては、システム連携によるソリューション構築や共同マーケティングなどを通じた、海外の最新
テクノロジーと自社ビジネスを結び付けるための協業シナリオにより、新たなビジネスチャンスをもたらします。
国内のエンドユーザー企業に対しては、海外発の最新ソリューションにより業務課題を解決し、投資対効果をあげるために、
ニーズに合わせた活用提案や、ケーススタディなどの様々な活用シナリオを提供します。

トピックス

トピックス

ISL Online は、離れた場所の PC 同士で画面共有を行う「ワンタイ
ム接続」、遠隔地にあるサーバーや出先で iPhone/iPad などから
社内の PC に接続可能な「常駐接続」、Web 会議機能を１つのライ
センスで利用できるリモートコントロールツールです。セキュリ
ティポリシーに合わせてオンプレミスライセンス、プライベート
クラウドライセンス、パブリッククラウドライセンスの 3 つの
ライセンスを選択することができます。

Outlook と連携し、送受信メールに添付されたファイルも自動
で軽量化。
ファイルサーバー上のファイルを一括で軽量化することにより、ス
トレージコストの削減、バックアップ・リストア時間の短縮、クラ
ウド利用時のコスト削減などを実現。
C++ や Java による独自開発のアプリケーションや、文書管理
システム等のソリューションに柔軟に組み込むことが可能。

海外ITベンダー
イギリス

高速・多機能ビューア

● パートナーネットワーク
● テクニカルサポート
● マーケティングノウハウ

スロベニア

● 事業開発
● ローカライズ（日本語化）

協業

提供

国内

マーケティングパートナー
約20 社

販売パートナー
約30 社

Brava は A0 大判長尺の TIFF や HPGL など様々な形式のファイル
を高速表示し、スムーズな操作性と業務効率化に特化した機能が
備わっているビューアです。
Brava は Brava Desktop、Brava サーバー
連携版のエディションで展開しています。
Blazon はあらゆるフォーマットを自動変換するマルチフォーマット
コンバータです。

海外

● 日本市場のニーズ理解
● 事業戦略立案

●
●

様々な形式のファイルに対応。

エンドユーザー

15,000社
以上

A0 大判長尺 TIFF でも高速表示が可能。
CAD、TIFF、HPGL、Microsoft Office、PDF、DocuWorks など

海外ITベンダー

●

ファイルの部門内や社内共有、さらに海外関連会社や取引先でも
セキュアな環境でファイル共有が可能。

カナダ
アメリカ
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活 動

入社一周年記念

今回は、
1 月に実施した Heart Switch※主催の
今年から実施している
Heart Switch*「第
主催の
1 回オーシャンブリッジかるた選手権」
「マイリコメンド」
について紹介します。
について紹介します。

オーシャンブリッジ

オーシャンブリッジ

オーシャンブリッジの

※オーシャンブリッジのスタッフが行動する際に意識するべき 5 つの心構え「OB Hearts」
（やり抜く意志・主体性・向上心・好
( やり抜く意志・主体性・向上心・好
奇心・チームワーク）
奇心・チームワーク )を社内に浸透させるためのタスクフォース
を社内に浸透させるためのタスクフォース

先日、
入社一周年を迎えた若手メンバー 4 名に、
記念品が贈られました。
入社後の感想と抱負について、
インタビューしました。

オーシャンブリッジ社員の自分の好きな場所、思い入れのある本、携帯着信音など、他の人にリコメンドしたい
内容をポスターにしています。
とてもおもしろい内容ばかりですので、
こちらでも一部ご紹介します。
MAI KAWASHIMA

営業部 亀谷のマイリコメンドは
出会い

おすすめポイント

西武新宿線の終電が終わった後は、JR
高円寺駅から 30 分歩いて帰るのです
が、深夜でも営業する 1 軒のラーメン
屋に出会ったのは 2015 年夏でした。

●

安い！うまい！量が多い！

●

深夜 3 時ぐらいまで営業している！

●

●

今後の抱負
マルチタスク能力向上。入社して 1 年、パートナー営業としては 9 ヶ月たちました。まだまだ
アワアワしてます。尊敬できる先輩方を見習って、効率よく動けるように頑張ります。

ラーメン一杯 480 円とワンコインでお釣りがもらえるほど安価です
が、化学調味料を一切使用しないスープはとにかく美味い！
通常のラーメンの 1.5 倍の麺量らしく、ラーメン 1 杯でお腹いっぱいに
なります！外観や内装は小汚いですが、1 度食べたら虜になります

トピックス

トピックス

入社後の感想
上司部下関係なく仲がよく、皆さん優しいと思いました。わからないことがあったときも丁寧に
対応してくれます。あとは、お酒飲む人が多くて嬉しかったです（前職ではほとんど飲む人がい
なかったので寂しかった）。

太陽＠高円寺〜煮干しスープのラーメン屋！

営業部 川島 舞
YOSUKE KIMURA

パース＠オーストラリア

出会い

おすすめポイント

留学先を選ぶパンフレットにて、どえ
らい海の美しさと、澄みきった青空に
一目惚れ。
（ですが、晴れ＆乾燥気候の
ため、紫外線、海外から来たよろしく
ない外気も直で受けているので「一番
空気が汚い町」とも呼ばれています。
苦笑）

●
●
●
●
●

ビーチがとにかくキレイ！ヌーディストビーチもあり
（男性オススメ！笑）
ロットネスト島→サイクリングに最適
フリーマントル→観光に最適、路上パフォーマンスも多い
サーフィンサンタがやってくる
外でありがちな野外での無料映画鑑賞もできる

●

アボリジニ達がいきなりバス内で大声合唱

●

1 週間で色黒になれる／住んでる人たちがとってもいい人

一年間でした。異業種からの転職だったので、この 1 年で社内外問わず多く方に、色々と勉強
させていただきました。
今後の抱負
「オーシャンブリッジに木村あり！」と認識してもらえるよう、多くの企業様の発展に寄与でき
るように日々取り組んで参ります。アラサーの時分としては、そろそろ健康管理にも気を付けて
行きたいです。

入社後の感想
一番感じるのは社内がとても静かだということです。“社内が静か” なんて言うと悪い意味に
捉えられかねないですが、もちろん悪い意味ではなく、集中して仕事ができる雰囲気があるという
ことです。

掛川花鳥園

出会い
●

●

●
●

営業部 川喜田のマイリコメンドは

TV で一時話題になった、驚くと異様に細くしぼむフクロウ（ポポちゃ
ん）がいます
人慣れしている大型インコは、話しかけると上から降りて来てくれる
ことがあります
インコは意外と人を良く観察しているので、寄りつかない人は人間も
要注意かもしれません（笑）

おすすめポイント

営業部の宮崎より、はじめておすすめ
の本として渡されました。
すぐに読み終えたのですが、ただいま 2
回目、じっくりと読んでいる最中です。

●
●

技術 2 部 澤 紀和

首の横辺りを撫でてあげると喜びます

絶対達成する人になる方法 ( 本 )

出会い

2
6

今後の抱負
日々技術的な知識を吸収していくことはもちろんですが、海外開発元とのよりよい関係を維持
していくためにも、英語でのコミュニケーションをもっと洗練させていきたいと考えています。

おすすめポイント

現在飼っている小鳥のヒナを譲って
くれた方に教えてもらいました。
「鳥キチ最後の楽園」もこの方の命名
です。

横山さんのセミナー、本、DVD はかなり強烈
小説仕立てにしたこの沙絵さんの本は理解しやすい

営業以外の方にもおすすめです
※参考 URL：https://cakes.mu/series/3259
●
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営業部 木村 洋介

NORIKAZU SAWA

※非オススメポイント…とにかく太る（私も今より 10kg オーバー）

技術部 成瀬のマイリコメンドは

OceanBridge Topics

OceanBridge Topics

営業部 江口のマイリコメンドは

入社後の感想
オーシャンブリッジの個性的な（変な？）、メンバーに囲まれたとても刺激的でアッという間の

HASUNA SUZUKI
入社後の感想
まず「若い方が多い」でした。前職では年の離れた先輩しかいなかったので不明点などがあっても
少し聞きづらい状況だったのですが、オーシャンブリッジは年の近い先輩が多く、何か不明点が
あればすぐに聞ける、とても良い職場環境です。
また一人ひとりの裁量が大きいので様々な業務に携わることができ、成長できることがオー
シャンブリッジの魅力と感じました。
今後の抱負
入社約 1 年が経ちましたがまだまだ勉強することばかりです。
現在は主に受発注業務と総務業務を行っていますが、今後は仕事の幅を広げるため日々挑戦
していきたいと思います。まだまだ至らない点が多い未熟者ですが、今後ともよろしくお願いし
ます！

OceanBridge Magazine Vol.13
Vol.12

経営管理部 鈴木 芙菜
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トピックス

トピックス

入社後の感想
上司部下関係なく仲がよく、皆さん優しいと思いました。わからないことがあったときも丁寧に
対応してくれます。あとは、お酒飲む人が多くて嬉しかったです（前職ではほとんど飲む人がい
なかったので寂しかった）。

太陽＠高円寺〜煮干しスープのラーメン屋！

営業部 川島 舞
YOSUKE KIMURA

パース＠オーストラリア

出会い

おすすめポイント

留学先を選ぶパンフレットにて、どえ
らい海の美しさと、澄みきった青空に
一目惚れ。
（ですが、晴れ＆乾燥気候の
ため、紫外線、海外から来たよろしく
ない外気も直で受けているので「一番
空気が汚い町」とも呼ばれています。
苦笑）

●
●
●
●
●

ビーチがとにかくキレイ！ヌーディストビーチもあり
（男性オススメ！笑）
ロットネスト島→サイクリングに最適
フリーマントル→観光に最適、路上パフォーマンスも多い
サーフィンサンタがやってくる
外でありがちな野外での無料映画鑑賞もできる

●

アボリジニ達がいきなりバス内で大声合唱

●

1 週間で色黒になれる／住んでる人たちがとってもいい人

一年間でした。異業種からの転職だったので、この 1 年で社内外問わず多く方に、色々と勉強
させていただきました。
今後の抱負
「オーシャンブリッジに木村あり！」と認識してもらえるよう、多くの企業様の発展に寄与でき
るように日々取り組んで参ります。アラサーの時分としては、そろそろ健康管理にも気を付けて
行きたいです。

入社後の感想
一番感じるのは社内がとても静かだということです。“社内が静か” なんて言うと悪い意味に
捉えられかねないですが、もちろん悪い意味ではなく、集中して仕事ができる雰囲気があるという
ことです。

掛川花鳥園

出会い
●

●

●
●

営業部 川喜田のマイリコメンドは

TV で一時話題になった、驚くと異様に細くしぼむフクロウ（ポポちゃ
ん）がいます
人慣れしている大型インコは、話しかけると上から降りて来てくれる
ことがあります
インコは意外と人を良く観察しているので、寄りつかない人は人間も
要注意かもしれません（笑）

おすすめポイント

営業部の宮崎より、はじめておすすめ
の本として渡されました。
すぐに読み終えたのですが、ただいま 2
回目、じっくりと読んでいる最中です。

●
●

技術 2 部 澤 紀和

首の横辺りを撫でてあげると喜びます

絶対達成する人になる方法 ( 本 )

出会い
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今後の抱負
日々技術的な知識を吸収していくことはもちろんですが、海外開発元とのよりよい関係を維持
していくためにも、英語でのコミュニケーションをもっと洗練させていきたいと考えています。

おすすめポイント

現在飼っている小鳥のヒナを譲って
くれた方に教えてもらいました。
「鳥キチ最後の楽園」もこの方の命名
です。

横山さんのセミナー、本、DVD はかなり強烈
小説仕立てにしたこの沙絵さんの本は理解しやすい

営業以外の方にもおすすめです
※参考 URL：https://cakes.mu/series/3259
●
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営業部 木村 洋介

NORIKAZU SAWA

※非オススメポイント…とにかく太る（私も今より 10kg オーバー）

技術部 成瀬のマイリコメンドは

OceanBridge Topics

OceanBridge Topics

営業部 江口のマイリコメンドは

入社後の感想
オーシャンブリッジの個性的な（変な？）、メンバーに囲まれたとても刺激的でアッという間の

HASUNA SUZUKI
入社後の感想
まず「若い方が多い」でした。前職では年の離れた先輩しかいなかったので不明点などがあっても
少し聞きづらい状況だったのですが、オーシャンブリッジは年の近い先輩が多く、何か不明点が
あればすぐに聞ける、とても良い職場環境です。
また一人ひとりの裁量が大きいので様々な業務に携わることができ、成長できることがオー
シャンブリッジの魅力と感じました。
今後の抱負
入社約 1 年が経ちましたがまだまだ勉強することばかりです。
現在は主に受発注業務と総務業務を行っていますが、今後は仕事の幅を広げるため日々挑戦
していきたいと思います。まだまだ至らない点が多い未熟者ですが、今後ともよろしくお願いし
ます！
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経営管理部 鈴木 芙菜
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活 動

設 営 完 了！

オーシャンブリッジ

オーシャンブリッジ

オーシャンブリッジの

このコーナーでは、
このコーナーでは、
オーシャンブリッジの社内活動を掲載しています。
オーシャンブリッジの社内活動を掲載しています。
今回は、
月に 1 泊 2 日で実施した全社合宿について紹介します。
今回は、
7 5月に実施した全社合宿について紹介します。
今回の合宿は
「社内メンバーの交流活性」と「OB Hearts* を再確認する」
の 2 つを目指して、
今回の合宿は
「チームワーク向上＆コミュニケーション活性」
を目指し、軽井沢でカーリングを行いました。
秩父でアウトドア研修を行いました。
※オーシャンブリッジのスタッフが行動する際に意識するべき 5 つの心構え（やり抜く意志・主体性・向上心・好奇心・
チームワーク）

1 日目

1 日目は夕方に渋谷を出発して、
合宿会場の秩父に向かいました。

● フォレストアドベンチャー

夕方到着した後は、
月明かりの下、
BBQを楽しみました。
アウトドア活動に慣れていているメンバーが手際よく炭をおこしてくれました。
秩父名物の「味噌ぶた」
やデザートのマシュマロ焼きを堪能しました。
道中のスーパーで調達したビールやチューハイなども、お酒
好きのメンバーが次々と消費していきました。

OceanBridge Topics

OceanBridge Topics

午後は午前のブラインドテントと同じチームで、
フォレストアドベンチャーに挑戦。
森林をそのまま
活かしたアスレチックコースをチームごとに進んでいきました。
専用のハーネス（命綱）をつけて
いるのですが、想像以上の高所で綱渡りをしたりはしごを登ったりと、体力と精神力を使うアク
ティビティで、「これは最後までやりきることができるのか・・・」と不安になる社員も。
でもそ
こは、OB Hearts の「やり抜く意志」や「チームワーク」
を発揮して、全メンバーがアクティビティを
クリアすることができました。

宿泊＆研修施設の PICA 秩父です。100
棟のコテージの他、テニスコート（52
面）、レンタルカート（F1 リゾート秩父）
など様々な施設を擁する秩父ミューズ
パークの中にあります。

2 日目

トピックス

トピックス

昨年の軽井沢合宿は新幹線で向か
いましたが、今回は人数も増えて
きたということで貸し切りバスで
移動しました。渋谷のセルリアン
タワー前から秩父に出発です。

29 名が 6 つのチームに分かれて研修がスタートしました。最初の研修のブライ
ンドテントは、1 名のリーダー以外は、全員目隠しと手袋をした状態でテントを設営
します。リーダーの具体的な指示が重要になってくるのですが、目隠しだけではなく
手袋をしているので、簡単な動作（テントに触ってポールを通す穴を探すなど）でも
想像以上の難しさでした。制限時間 20 分のところ、8 分で完了するチームもあれば、
制限時間オーバーのチームもあり、それぞれがコミュニケーションの重要性を学ぶ
とともに、リーダー / フォロワーシップを体感することができました。

参加した社員のコメント
●

フォレストアドベンチャーはかなり難易度が高いと思ったが全員が完走することができた。

●

アクティビティが思いの他本格的で、めげそうにもなりましたが、声掛けやチームワークがいかに大切かという
ことを再確認できる機会となりました。

2 日目はいよいよアウトドア研修本番です。
2 種類の研修を行いました。

●ブラインドテント

●

仕事でいかせる体験ができたと思います。ブラインドテントは特にそう思いました。

●

色んな方と交流ができて良かったです。社長の見たことのない一面が見れて、面白かったです。

昨年の軽井沢カーリング合宿に続き、2 年連続での社外合宿だったのですが、
「チームワーク」や「やり抜く意志」を意識することや、
新旧メンバーの交流を促すことができた合宿でした。
今後も組織全体によい影響があるような、こういった通常の仕事以外のアクティビティを実施していきたいと思います。
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www.bravaviewer.jp

ファイル比較機能付き高速・多機能ビューア

Blazon Enterprise
最新バージョンリリース

最新リリース情報

2016 年 5 月に「Blazon Enterprise 7.5」をリリースしました。最新
追加機能をご紹介します。

2016 年 3 月に「Brava Enterprise7.5」をリリースしました。追加された機能や強化点についてポイントと詳細を解説します。
画像すかし機能の追加

ポイントその1

HTML5 ビューア機能を強化

最新版では、主に HTML5 ビューアの機能が強化されています。
これまで Windows と Internet Explorer の組み合わせに限定
されていた一部機能が、
Safari や Chrome などの
ブラウザでも使用でき
るようになりました。

ポイントその2

モバイル環境での利用も快適に

新たにモバイル環境での利用に適した
超軽量 HTML5 ビューアが加わりました。
外出先や現場での iPad やタブレット
PC からの文書・図面ファイルの閲覧や
活用環境の利便性をさらに向上する
ことができます。

比較機能で、2 つのファイルの差分のチェックが HTML5 ビューアで可能に
閲覧者による比較操作が可能になりました。Brava の比較機能
は、単に対象ファイルを並べて見比べるのではなく、図面や文書
など 2 つのファイルを重ね合わせ、
差分を異なる色でハイライト
表示することができます。変更がない箇所はグレーアウト表示
になり、どこが変わっているのか一目瞭然です。

ため、紙への印刷
やスキャンなどの
作業を省くことが
できます。
※1 本機能は一般的な電子署名（文書の作成者を示す、文書が改ざんされ
ていないことを示す、等）とは異なります

チェックビューは定型フォームの申請書やマニュアルなど、
大量の文書をレビューする際、フォーマットが類似したド
キュメント内の特定の同じ場所（項目など）に、作業の完了を
確認するチェックポイントを設定でき、表示時にハイライト
表示されます。レビュー時にコメント等の書き込みもでき、
より効率的なレビューが
可能になります。ワーク
フローなどと連携すれ
ば、稟議の進捗が確認
でき、必ずチェックする
必要がある項目の見落
としがなくなります。

ブリヂストン様は、タイヤの構造、パターン、デザインなどの CAD データ
を、HPGL 形式のファイルで管理しています。グループ全体の端末の
OS 切り替えを機に、さらに「セキュリティ強化」と「コストダウン」が
可能な Brava を選定されました。
なぜ Brava が必要だったのか？ Brava
採用を決めたポイントとは何か？
ブリヂストン様の事例カタログや Brava Enterprise 最新版についての詳細
をご希望の場合は、sales@oceanbridge.jp までお問い合わせください。
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出力フォーマットに「TXT」、出力先に「mailto」
「 printer」を追加

Adobe Acrobat Reader での機能制御を行うための変換パラ
メータを追加しました。PDF ファイルへの変換の際に、パラ
メータを指定することで、変換結果の PDF を Acrobat Reader で
開いた際に、指定した機能制御を有効にすることができます。
パラメータ指定で制御できる項目は以下の通りです。

●

ブリヂストン様では、Brava Enterprise を活用されています。

10

PDF 出力時の Adobe Acrobat Reader 制御用パラメータを追加

●

E-Signature とチェックビューが HTML5 ビューアで使用可能に
E-Signature（署名マーク）は指定した箇所（署名枠など）にあら
かじめ設定しておいた電子サインを追加できます。定型フォー
マットに自署を手書きで追加する場合、一度紙に印刷してサイ
ンし、スキャンして再 PDF 化するなどの手間がかかりますが、
本機能※1 を利用した署名済みのファイルは PDF に出力できる

今回の最新版では、従来の文字すかし機能に加え、画像すかし
機能に対応しました。文字すかしと同様に、ファイルの背景に
画像を表示することが可能です。表示する画像の透過度、回転、
倍率を指定することができます。

印刷（禁止 / 許可）
内容変更（禁止 / 許可）

●

内容コピー（禁止 / 許可）

●

印刷・内容変更・内容コピーすべて（禁止 / 許可）

●
●
●

閲覧時パスワード
セキュリティ設定変更時パスワード

※2 使用時には「\\printer̲host\printer̲name」でアクセス可能な共有
プリンタの情報が必要です

Brava Desktop
最新バージョンリリース

タブ機能の追加により、複数の図面を同時に表示
できるほかに、DWG ファイル、PDF ファイルなど異なる
フォーマットのファイルを並べて閲覧ができるので、
図面を閲覧しながら、他フォーマットの見積書や
カタログなどを確認することができます。

と、ファイル変換結果を直接プリンタに出力することができ
ます※2。
※1 使用時にはメール送信用 SMTP サーバーの情報が必要です

暗号強度

一画面内で複数ファイルを表示

これまでの PDF/TIFF/JPEG/CSF/XDL に加えて、出力フォー
マットに新しく TXT を追加しました。変換元文書内のすべて
のテキストを単一ファイルもしくはページ毎にファイル分け
して出力できます。また、ファイル変換時の target
（出力先）
の
選択肢として、mailto、printer を新しく追加しました。
mailto を
指定すると、ファイル変換結果は直接メールに添付され、その
ままメールで送付することが可能です※1。printer を指定する

2016 年 3 月に「Brava Desktop 7.4」をリリースしました。
多くの企業様より要望のあった「タブ機能」をはじめとした、最新
機能についてご紹介します。

ツールバーのカスタマイズ対応とドッキングウィンドウ機能の追加
ツールバーに関するカスタマイズができるようになりました。標準メニュー
の表示をカスタマイズできるほかに、ツールバーに必要な機能をドラッグ
アンドドロップすることで、メニューに簡単に追加することができます。ツー
ルバーは 10 個まで追加することができ、ツールバーの表示位置を別の位置へ
ドッキングしたり、分離させてウィンドウ表示したりすることができるように
なりました。
ま た、全 て の コ マ ン ド に 対 し て、
ショートカットキーの 割 当 機 能 が
追加されたため、ユーザーが頻繁に
使 用 す る 機能を、ショートカット
キーで簡単に呼び出すことが可能に
なりました。
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ファイル比較機能付き高速・多機能ビューア

Blazon Enterprise
最新バージョンリリース

最新リリース情報

2016 年 5 月に「Blazon Enterprise 7.5」をリリースしました。最新
追加機能をご紹介します。

2016 年 3 月に「Brava Enterprise7.5」をリリースしました。追加された機能や強化点についてポイントと詳細を解説します。
画像すかし機能の追加

ポイントその1

HTML5 ビューア機能を強化

最新版では、主に HTML5 ビューアの機能が強化されています。
これまで Windows と Internet Explorer の組み合わせに限定
されていた一部機能が、
Safari や Chrome などの
ブラウザでも使用でき
るようになりました。

ポイントその2

モバイル環境での利用も快適に

新たにモバイル環境での利用に適した
超軽量 HTML5 ビューアが加わりました。
外出先や現場での iPad やタブレット
PC からの文書・図面ファイルの閲覧や
活用環境の利便性をさらに向上する
ことができます。

比較機能で、2 つのファイルの差分のチェックが HTML5 ビューアで可能に
閲覧者による比較操作が可能になりました。Brava の比較機能
は、単に対象ファイルを並べて見比べるのではなく、図面や文書
など 2 つのファイルを重ね合わせ、
差分を異なる色でハイライト
表示することができます。変更がない箇所はグレーアウト表示
になり、どこが変わっているのか一目瞭然です。

ため、紙への印刷
やスキャンなどの
作業を省くことが
できます。
※1 本機能は一般的な電子署名（文書の作成者を示す、文書が改ざんされ
ていないことを示す、等）とは異なります

チェックビューは定型フォームの申請書やマニュアルなど、
大量の文書をレビューする際、フォーマットが類似したド
キュメント内の特定の同じ場所（項目など）に、作業の完了を
確認するチェックポイントを設定でき、表示時にハイライト
表示されます。レビュー時にコメント等の書き込みもでき、
より効率的なレビューが
可能になります。ワーク
フローなどと連携すれ
ば、稟議の進捗が確認
でき、必ずチェックする
必要がある項目の見落
としがなくなります。

ブリヂストン様は、タイヤの構造、パターン、デザインなどの CAD データ
を、HPGL 形式のファイルで管理しています。グループ全体の端末の
OS 切り替えを機に、さらに「セキュリティ強化」と「コストダウン」が
可能な Brava を選定されました。
なぜ Brava が必要だったのか？ Brava
採用を決めたポイントとは何か？
ブリヂストン様の事例カタログや Brava Enterprise 最新版についての詳細
をご希望の場合は、sales@oceanbridge.jp までお問い合わせください。

OceanBridge Magazine Vol.13

出力フォーマットに「TXT」、出力先に「mailto」
「 printer」を追加

Adobe Acrobat Reader での機能制御を行うための変換パラ
メータを追加しました。PDF ファイルへの変換の際に、パラ
メータを指定することで、変換結果の PDF を Acrobat Reader で
開いた際に、指定した機能制御を有効にすることができます。
パラメータ指定で制御できる項目は以下の通りです。

●

ブリヂストン様では、Brava Enterprise を活用されています。

10

PDF 出力時の Adobe Acrobat Reader 制御用パラメータを追加

●

E-Signature とチェックビューが HTML5 ビューアで使用可能に
E-Signature（署名マーク）は指定した箇所（署名枠など）にあら
かじめ設定しておいた電子サインを追加できます。定型フォー
マットに自署を手書きで追加する場合、一度紙に印刷してサイ
ンし、スキャンして再 PDF 化するなどの手間がかかりますが、
本機能※1 を利用した署名済みのファイルは PDF に出力できる

今回の最新版では、従来の文字すかし機能に加え、画像すかし
機能に対応しました。文字すかしと同様に、ファイルの背景に
画像を表示することが可能です。表示する画像の透過度、回転、
倍率を指定することができます。

印刷（禁止 / 許可）
内容変更（禁止 / 許可）

●

内容コピー（禁止 / 許可）

●

印刷・内容変更・内容コピーすべて（禁止 / 許可）

●
●
●

閲覧時パスワード
セキュリティ設定変更時パスワード

※2 使用時には「\\printer̲host\printer̲name」でアクセス可能な共有
プリンタの情報が必要です

Brava Desktop
最新バージョンリリース

タブ機能の追加により、複数の図面を同時に表示
できるほかに、DWG ファイル、PDF ファイルなど異なる
フォーマットのファイルを並べて閲覧ができるので、
図面を閲覧しながら、他フォーマットの見積書や
カタログなどを確認することができます。

と、ファイル変換結果を直接プリンタに出力することができ
ます※2。
※1 使用時にはメール送信用 SMTP サーバーの情報が必要です

暗号強度

一画面内で複数ファイルを表示

これまでの PDF/TIFF/JPEG/CSF/XDL に加えて、出力フォー
マットに新しく TXT を追加しました。変換元文書内のすべて
のテキストを単一ファイルもしくはページ毎にファイル分け
して出力できます。また、ファイル変換時の target
（出力先）
の
選択肢として、mailto、printer を新しく追加しました。
mailto を
指定すると、ファイル変換結果は直接メールに添付され、その
ままメールで送付することが可能です※1。printer を指定する

2016 年 3 月に「Brava Desktop 7.4」をリリースしました。
多くの企業様より要望のあった「タブ機能」をはじめとした、最新
機能についてご紹介します。

ツールバーのカスタマイズ対応とドッキングウィンドウ機能の追加
ツールバーに関するカスタマイズができるようになりました。標準メニュー
の表示をカスタマイズできるほかに、ツールバーに必要な機能をドラッグ
アンドドロップすることで、メニューに簡単に追加することができます。ツー
ルバーは 10 個まで追加することができ、ツールバーの表示位置を別の位置へ
ドッキングしたり、分離させてウィンドウ表示したりすることができるように
なりました。
ま た、全 て の コ マ ン ド に 対 し て、
ショートカットキーの 割 当 機 能 が
追加されたため、ユーザーが頻繁に
使 用 す る 機能を、ショートカット
キーで簡単に呼び出すことが可能に
なりました。
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ワンタイム＋常駐接続で使えるリモートコントロールツール

おかげさまで国内シェア

ISL Online 最新バージョンリリース

を獲得しました

この度、リモートコントロールツール「ISL Online」が
国内の 2015 年リモートコントロールソフト売上市場においてシェア No.1 を獲得しました。
ひとえにお客様、パートナー様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

国内のリモートコントロールソフト市場はクラウドシェアが 59%、オンプレミスシェアが 41% で市場形成されており、
クラウド堅調といわれる状況の中で、オンプレミスは予想以上に高く市場を占有しています。
なぜ国内ではオンプレミスが選ばれるのか、なぜ ISL Online が選ばれるのかをご紹介します。

ISL Online の各製品の最新版がリリースされましたのでご紹介します。最新版のワンタイム接続型プログラムの ISL Light
Desk 4.0.2 と ISL Light Client 4.0.2 は、より使いやすく改善されています。

ISL Light Desk 4.0.2 / ISL Light Client 4.0.2
デザインが刷新され、よりシンプルで使いやすい画面デザインになりました。

Q . なぜ日本ではオンプレミスの使用が多いのでしょうか？

A. セキュリティを重視されている企業が多いためです

ISL Light Desk 4.0.2

ISL Light Client 4.0.2

接続する側の画面

接続される側の画面

情報漏えいの懸念から、クラウドは原則禁止の企業も
企業において、情報漏えいの懸念やセキュリティの侵害リスクは徹底的に回
オンプレミス国内シェアは
避されます。パブリッククラウドの使用が
「原則禁止」
の企業も多いようです。
セキュリティにシビアな日本気質に、クラウドからの回帰現象
近年の「個人情報保護」や「機密情報流出」といった話題から、
世間のセキュ
リティ意識が向上していることが影響し、社内環境の見直しを実施されてい
ます。クラウドからオンプレミスへの切り替える「回帰」もあるようです。

プライベート・オンプレミスライセンスをご利用中のお客様へ
よりセキュアな環境で ISL Online をご利用いただけるようになりました。

ISL Online は

セキュリティで
選ばれています

log

●

REC
操作画面の自動レコーディング

●
●

利用履歴ログ機能

国内シェア No.1 の記事詳細は Web で公開中です。是非御覧ください。

ActiveDirectory 環境外でもセキュアに画面共有

http://www.islonline.jp/islonlineno1.html

ISL Online なら、多国籍企業様や海外進出企業様にご利用可能な環境も整えています。
ISL Online は既に世界 100 カ国、300,000 社以上の導入実績が
あります。ISL Online のパブリッククラウドセッションは 2015 年に
年間 1500 万セッションを突破していることからも、海外では既に
ISL Online が浸透しています。
海外導入事例を Web で公開していますので、是非御覧ください。

33カ国語に
翻訳対応

99.99% の
サーバー
稼働率

スロベニア政府様

全世界
80台以上の
ISL Online
サーバー

コニカミノルタビジネスソリューションズ欧州様
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●

録画ファイルをサーバー内に自動保存できるようになりました
パスワード入力失敗回数の設定（例：5 回まで）
アカウントロック期間の設定（例：5 回失敗した場合、60 秒アカウ
ントロック）
パスワード有効期間の設定（例：3 ヶ月毎の変更）

ISL Light Desk と ISL Light Client の最新情報詳細は Web で公開していますので、是非ご覧ください。
http://www.islonline.jp/desk4client4/
パブリッククラウドライセンスをご利用中のお客様へ
ワンタイム接続型の最新版プログラム、ISL Light Desk 4.0.2、ISL Light Client
4.0.2 のリリースに伴い、
製品 Web ページに、
バージョン （
4 オペレーター用、
クライアント用）
のダウンロードボタンを追加しました。
また、2017 年 1 月からはバージョン 4 のダウンロードボタンのみ表示され
る予定です。
詳細は以下のページをご覧ください。
http://www.islonline.jp/help/transition_info.html

その他の ISL Online 製品にも最新機能が追加されています。最新情報の詳細は ISL Online Web サイトのリリースノートを
ご覧ください。
http://www.islonline.jp/help/releasenote.html
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ファイルサーバーエディション
www.nxpowerlite.jp

ファイル軽量化ソリューション

導 入 の

側

Windows 10、Office 2016 に対応
NXPowerLite 最新版リリース

デスクトップエディション

■ 兼六土地建物様
兼六土地建物様は、高画質写真と増加し続ける写真枚数に逼迫され

2016 年 5 月に「NXPowerLite デスクトップエディション 7」をリリースしました。追加された機能や強化点についてポイントと
詳細を解説します。

ていたストレージ問題を、NXPowerLite ファイルサーバーエディ
ションを導入し解決しました。
お客様を担当し、事例取材にも伺わせていただいた営業部 亀谷に
製品の導入に至った経緯を聞きました。

Windows 10、Microsoft Office 2016 に対応

他社製ツールと比較すると NXPowerLite は 10 倍以上のスピードで軽量化。
ハイスピード処理でも高画質はキープしたままです。

Outlook 受信ファイルの軽量化に対応

Windows 10 上 で の 動 作、Microsoft Oﬃce 2016 で 作 成 さ れ た
Word、Excel、PowerPoint ファイル の軽量化に対応しました。また、
Lotus Notes 9.0 との連携にも対応しました。

従来の Outlook 送信メールの軽量化機能に加え、最新版では
受信メールに添付されたファイルの軽量化機能が追加されま
した。
受信メールの添付ファイルも、従来のファイル軽量化と
同様に、軽量化するファイル形式や、ファイル形式ごとに軽量
化レベルを指定することができます。

両方に満足する結果だったと伺っています。

導入のきっかけを教えてください。
分譲住宅や注文住宅を手がける兼六土地建物様では、顧客満足度
の向上や商品開発を促進するために、写真やプレゼン資料を充実さ
せています。
しかし、最近では iPad やスマートフォンでも高画質写真が手軽に

撮影できるようになったこともあり、写真を撮影する機会が多く
なり、枚数も増加していました。さらに一度撮影した写真は今後
使用するか分からないが念のため取っておくといったことも重
なり、ファイルサイズに掛けあせて保存先のストレージの容量は
みるみるうちに大きくなっていました。
NXPowerLite の導入を決定されたポイントを
教えてください。

お客様は軽量化ツールの導入を検討する際、他社製品との軽量化
機能の比較テストを社内で実施されたそうです。NXPowerLite は、
以下のポイントが決め手になったと伺っています。
1. 軽量化スピードは他社の 10 倍以上の速さ
各軽量化ツール製品で、10MB の PowerPoint ファイルと、JPEG ファイ
ル 100 枚の軽量化テストを行ったそうです。NXPowerLite が 20〜30
秒であったのに対し、
比較製品では 5 分以上必要という結果でした。

軽量化前のファイルサイズ
16.7MB

PDF ファイルの軽量化機能向上

JPEG ファイルの軽量化処理速度向上

軽量化前のファイルサイズ
12.9MB

軽量化後のファイルサイズ
1.2MB

JPEG ファイルの処理機能が向上し、従来の 2.4 倍のスピードで
処理が完了できるようになりました※1。
※1 当社検証結果による。JPEG100 ファイル、平均 1 ファイルあたり 4MB で
検証。

3. ユーザーの負担の軽さ
NXPowerLite はサーバー側で処理するので、ユーザーが軽量化を
意識して行う必要がありません。新しいシステムやツールを導入
する際は、運用でいかにユーザー側の負担を減らせるかという
観点を非常に重要視されていました。

NXPowerLite は画像データそのものだけでなく、PowerPoint など
に貼り付けた画像の劣化も感じることがなく、画質と処理速度の
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一部制限されていた PDF ファイル形式の軽量化対象範囲が
拡大しました。
PDF の改善点は以下の通りです。
●

ASCII エンコード PDF ファイルに対応しました。

PDF のメタデータの一部（marked content）が軽量化可能に
なりました。
● 二重フィルター画像が入っている PDF に対応しました。
●

処理速度向上
従来の

2.4 倍

取材後の一言
兼六土地建物様は、多くの物件写真やリフォーム写真を扱って
いるため、将来的にストレージコストが問題になると早くから意識
されていたようです。NXPowerLite はファイル軽量化ツールです
が、導入いただいた後、データセン
ターへのバックアップコストも運用
負担も低減し、結果的に IT 全体コスト
の削減にもつながったと伺っていま
す。

2. 高画質をキープ

14

軽量化後のファイルサイズ
2.7MB

旧バージョン
（2.x、3.x、4.x、5.x、6.x）
のライセンスをお持ちのお客様が最新版にバージョンアップするための、お得に購入できる
アップグレード価格もご用意していいます。
実際に最新版の機能をお試しになりたい場合には、14 日間ご利用いただけるデスクトップエディション体験版をご利用くだ
さい。
https://www.nxpowerlite.jp/download/form̲desktop.html

弊社営業部：亀谷
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ファイルサーバーエディション
www.nxpowerlite.jp

ファイル軽量化ソリューション

導 入 の

側
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軽量化前のファイルサイズ
16.7MB

PDF ファイルの軽量化機能向上
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軽量化前のファイルサイズ
12.9MB

軽量化後のファイルサイズ
1.2MB

JPEG ファイルの処理機能が向上し、従来の 2.4 倍のスピードで
処理が完了できるようになりました※1。
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検証。
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編集後記
暑中見舞い申し上げます。
暑さが続く毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。
もうすぐ子どもたちは夏休みですね、と会話を切り出すと
同時に、あの頃は…とつい自分の思い出に浸る社会人生活でしたが、今年 2016 年は山の日が施行されたことで、
「大人の夏休み」の
きっかけができたようですね。
「山の恩恵に感謝する」
日ですが、水や空気を味わうために日本酒を嗜む日、というより、山登りをする方がそれらしいのでしょうか。
長野の乗鞍高原、美ヶ原高原、野辺山高原は、爽やかな空気とともに、山あり温泉あり牛さんありおいしいアイスありのピクニックを
味わうことができますので、
ご家族のお出かけにはオススメです。
夏も本番、これからまだ暑さも厳しくなりますので、外出される方は、日中の水分補給やミネラル補給をどうぞお忘れなく。健康には
くれぐれもお気をつけ下さい。
さて、オーシャンブリッジでは、冊子
『OceanBridge Magazine』
を年 4 回発行していますが、先日、弊社の Web サイトでバックナンバーを
公開しました。時代に合わせて Web サイト公開の運びとなりましたが、
もちろん冊子も今までどおりお客様へお届けいたします。

Vol.

magazi n e

13

2016 Summer

本誌を読んでのご感想・ご意見も是非お聞かせ下さい。
次号もどうぞ、
お楽しみに。
バックナンバーはこちら
http://www.oceanbridge.jp/careers/obmagazine/

つかえる IT を、
世界から。

（編集：マーケティンググループ）

Tea Break

Useful IT from all over the world.

技術部に新しい社員が増えましたので、ご紹介します。
2016 年 3 月に入社しました、他谷佳織（タヤカオリ）と申します。
未経験からオーシャンブリッジに入社しました。
最初は左も右も分からない状態で、社内で飛び交う IT 用語に苦戦
していましたが、先輩方に様々なことを教えていただき、成長の日々を過ごしています。これからはさらに
沢山のことを吸収し、
早く一人前になれるよう精進していきたいと思っています。

技術部

ここで、私自身の紹介を少しさせていただきます。
英語を学びたくて、アイルランドの首都ダブリンに 1 年間留学をしました。海外に長期滞在したことがなく
最初は不安でしたが、アイリッシュのフレンドリーで陽気な国民性のおかげですぐに生活にも馴染むことが
できました。
滞在中は初めてのルームシェアをしたり、休暇を利用しバックパッカーとしてヨーロッパ 11 カ国を
巡ったりと貴重な経験をしました。その中で出会った友人とは今でも連絡を取り合っています。

他谷 佳織

今後は、ISL Online と NXPowerLite の 2 つの製品を担当します。まだまだ未熟な私ですが、一日でも早くオー
シャンブリッジで活躍できるように頑張りますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。

NXPowerLite 製品情報

Windows10、Ofﬁce2016 に対応
デスクトップエディション 最新版リリース
…p15

ISL Online 製品情報

おかげさまでシェア No.1
…p12

営業活動日記
公開中 !

会 長 、社 長 ブ ロ グ も
営業部のブログを更新中です。
普段から皆様とやりとりをさせて
いただいている営業メンバーの素顔を
見ることができますので、
是非御覧ください。

更新していますので、
合わせて
ご覧ください。
http://www.oceanbridge.jp/taka/

http://www.oceanbridge.jp/partner/

Brava Enterprise/Blazon Enterprise
Brava Desktop
最新版リリース

オーシャンブリッジ会長

… p10

高山のブログ

http://www.oceanbridge.jp/taka/

OceanBridgeTopics

http://www.oceanbridge.jp/mochi/

営業活動日記

Brava 製品情報

オーシャンブリッジ社長

持木のブログ

http://www.oceanbridge.jp/mochi/

秩父合宿
… p08
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