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■ ITC 向け  

------------------------------------------------------------ 

本メールは、『 ITC＋』にご登録頂いている方に配信しておりま  

す。配信停止をご希望の場合は、メール末尾をご覧ください。  

------------------------------------------------------------ 

 

【 ITCA メルマガ 379 号】事務所移転のお知らせに /ポイント取得は

お早めに！  

 

みなさん、こんにちは。 ITC 協会の田口です。  

本日 3 月 9 日はサンキューの日だそうです。  

皆さん、いつも（たまに？）メルマガをお読みいただきありがと  

うございます！今後も読者の皆様のお役に立てるようなメルマガ  

を配信していきたいと思います。  

 

さて、 ITC 協会は来月事務所を移転することになりました。  

今回のメルマガでは事務所移転のお知らせをメインにお届けします。 

 

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 事務所移転のお知らせ  

 2. ITC 実践力ポイント取得は今のうちに！  

 3.  ITC 協会からお知らせ  

 4.  セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  事務所移転のお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

当協会の事務所を下記要領にて移転しますのでお知らせいたします。 

移転中はご不便をお掛けし申し訳ございませんが何卒よろしくお願  

いいたします。  

  

1．現事務所・業務終了日時  2018 年 4 月 13 日（金） 15 時まで  

2．新事務所・業務開始日時  2018 年 4 月 16 日（月） 9 時 30 分～  

3．新事務所所在地  

  住所  〒 103-0007 

     東京都中央区日本橋浜町 2-17-8 浜町平和ビル 7 階  

     電話番号  03-3527-2177 

     FAX 番号  03-3527-2178 

アクセス  
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・  都営地下鉄新宿線  浜町駅 A2 出口（徒歩 2 分）  

・  東京メトロ日比谷線  人形町駅 A1 出口（徒歩 5 分）  

・  都営地下鉄浅草線  人形町駅 A3 出口（徒歩 7 分）  

・  東京メトロ半蔵門線  水天宮前駅 7 出口（徒歩 7 分）  

 

詳細・移転先地図はこちらをご覧ください。  

https://www.itc.or.jp/news/iten20180413.html?=ml379-1 

 

※研修にご参加の際や、お問い合わせの際はご注意ください。  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC 実践力ポイント取得は今のうちに！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

IT コーディネータの皆様へ  

 

4 月から ITC 資格更新が始まります。  

取得ポイントが足りない！という方は、こちらをご覧ください。  

https://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html/?=ml379-1 

※ 2017 年度のポイントは、 3 月末取得分までです。  

 

◆ 2018 年度資格更新について  

更新手続きは、 2018 年 4 月 2 日（月） 13 時から受付開始予定です。 

ポイント登録はなるべく今の時期にお願い致します。  

ポイントの確認・登録はこちら（ ITC＋メンバーページログイン）  

https://itca.force.com/itcploginpage 

 

2018 年度資格更新の詳細についてはこちら  

https://www.itc.or.jp/news/2018koushin.html?=ml379-1 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 協会からのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

■【協会会員限定】特別セミナー及び交流会のご案内  

ITCA 会員様向けに、特別セミナーを開催いたします。  

今回は「技術コンサルタントとして独立開業して年間 1000 万円  

稼ぐ方法」の講演をいただきます。  

開催日時： 2018 年 3 月 28 日（水）  15： 00～ 17： 30（無料）  

     ※交流会  17： 45～ 19： 00（ 1,000 円）  

https://www.itc.or.jp/news/iten20180413.html?=ml379-1
https://www.itc.or.jp/news/PointCatch.html/?=ml379
https://www.itc.or.jp/news/2018koushin.html?=ml379
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場所：文京グリーンコートセンターオフィス  17 階  A 会議室  

詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only201802.html

?=ml379-1 

 

 

■IT コーディネータ試験、お申込みは 3 月 12 日（月）まで！  

お申し込みはお早めに！  

IT コーディネータの方は試験の合格で 10 ポイント取得出来ます。  

試験の詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/exam/?=ml379-1 

試験対策講座はこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml

379-1 

 

 

■厚生労働省事業「製造業 IT マイスター指導者」育成プログラム  

開発を受託しました。  

https://www.itc.or.jp/news/20180301.html?=ml379-1 

 

 

■【公募】「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」  

公募開始です！（平成 30 年 4 月 27 日 (金 )まで）  

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180228mono.ht

m 

 

 

■機関誌「架け橋」 23 号発売中！お申し込みはこちら。  

ITC の方は、架け橋の購読で 1 ポイント取得できます。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/?=ml379-1 

 

 

■今年も開催します！ /『 IT 導入補助金』のための事業計画書  

作成方法  

採択される可能性が高くなる事業計画作成法や今回新たに採用さ  

れたローカルベンチマーク（各種経営指標）の設定法、及び  

それを事業計画に反映させる方法等を具体的に修得して頂きます。  

まずは東京・京都の 2 会場で開催いたします。ぜひご参加ください。  

3/20（火）京都  3/28（水） 4/6（金）東京  

https://www.itc.or.jp/foritc/itcaitit_1.html?=ml379-1 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

https://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only201802.html?=ml379
https://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only201802.html?=ml379
https://www.itc.or.jp/authorize/exam/?=ml379
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml39
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml39
https://www.itc.or.jp/news/20180301.html?=ml379
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180228mono.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180228mono.htm
https://www.itc.or.jp/society/activity/journals/?=ml379
https://www.itc.or.jp/foritc/itcaitit_1.html?=ml379
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◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

---------------------------------------------------------- 

■マイナンバー制度の民間ビジネス活用セミナー  

---------------------------------------------------------- 

マイナンバー制度への取り組み支援として、今年は「【民間活用  

編】マイナンバー制度の民間ビジネス活用セミナー (2017 年度  

版）」を開催します。  

※特典として、研修修了者には企業向けセミナー・説明会等を  

実施する際に使用できる PPT 資料を電子媒体で提供いたします  

（修了者のみ使用可）。  

開催日時： 3 月 16 日（金） 18： 00～ 20： 00 

場所： IT コーディネータ協会  会議室（ライブ配信あり）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/mynumber/72017.html?=ml379-1 

 

 

---------------------------------------------------------- 

■「経営者と考えるデザイン思考」  

～問題解決型アプローチから未来志向へ～  

---------------------------------------------------------- 

ITC－ METRO が提唱する IT 経営実現のための人間力養成ワーク  

ショップです。人間中心のイノベーション手法として注目されて  

いる『デザイン思考』を実在する企業をケースにワークショップ  

を行います。ワークショップを通じて、これまで慣れ親しんだ  

問題解決型アプローチではなく未来志向型アプローチを体感してい

ただきます。  

開催日時： 3 月 17 日（木） 9:30-16:30（大阪開催）  

     3 月 23 日（金） 9:30-16:30（東京開催）  

     3 月 24 日（金） 9:30-16:30（東京開催）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml3

79-1 

※フォローアップ研修。 ITC の方ならどなたでも受講できます。  

 

 

---------------------------------------------------------- 

■イノベーションを起こす！ビジネスを「創る」ためのビジネス  

モデル・キャンバス（基礎編）  

---------------------------------------------------------- 

本講座では、新しいビジネスを「創る」視点に着目し、ビジネス  

https://www.itc.or.jp/mynumber/72017.html?=ml379
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml379
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150190.html?=ml379
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モデル・キャンバスを使ってビジネスを「創る」ための考え方や  

プロセスを、ワークショップ形式で身につけていただき、今後の  

ビジネスモデル開発やクライアントの支援に役立てていただくこ  

とを目的としています。  

開催日時： 3 月 17 日（木） 10： 00～ 17： 00（大阪開催）  

会場：尼崎商工会議所  402 会議室  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170283.html?=ml3

79-1 

※フォローアップ研修。 ITC の方ならどなたでも受講できます。  

 

 

---------------------------------------------------------- 

■簿記基礎  －簿記の基礎から資金繰り・決算処理まで－  

---------------------------------------------------------- 

日常のビジネス活動を記録する方法を身につけ、会計と実資金繰  

りとの違いを学びます。簿記・仕訳が初めての方を対象として、  

具体的な事例を題材に基本的な簿記・仕訳のルールを学び、日常の  

ビジネス活動を記録する方法を身につけます。仕訳により作成さ  

れた会計帳表間の関係、帳面利益と実際の手元現金との差など  

会計と実資金繰りとの違いを学びます。  

開催日時： 3 月 17 日（木） 10： 00～ 17： 00（神戸開催）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170291.html?=ml3

79-1 

開催日時： 3 月 17 日（木） 10： 00～ 17： 00（仙台開催）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170292.html?=ml3

79-1 

※本講座は神戸開催会場と連携して実施します。  

※フォローアップ研修。 ITC の方ならどなたでも受講できます。  

 

 

その他のセミナー情報はこちら  

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage 

 

開催地やキーワードで検索が出来ます。  

※後援セミナーは、検索画面のカテゴリを「後援研修」に設定  

し、「この条件で絞り込む」ボタンを押すと表示されます。  

 

************************************************************ 

↓  各種問合せ先  ↓  

************************************************************ 

感想、掲載内容のリクエストは随時募集中！  

melmaga@itc.or.jp までお気軽にご連絡下さい。  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170283.html?=ml379
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170283.html?=ml379
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170291.html?=ml379
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170291.html?=ml379
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170292.html?=ml379
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20170292.html?=ml379
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
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*注意 * 

お問い合わせ・配信停止方法・送付先変更方法はこちらをご覧下さ

い。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml37

9-1 

------------------------------------------------------------ 

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml379
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml379

