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

本メールは、弊協会と名刺交換させて頂いた方にもお送りさせて頂いて 

おります。配信停止・宛先変更等をご希望の方は本メールの末尾をご覧 

ください。 

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

 

架け橋 19 号お申込み開始/「ITpro EXPO 2015」に出展等【ITCA メルマガ】 

 

みなさん、こんにちは！協会の田口です。 

今日は新しい iPhone の発売日ですね。新しい iPhone では「3D Touch」と 

いう機能が追加されるようで、ちょっと触ってみたいなと思っていますが、 

今のところ私の周りで新 iPhone を買った話は聞きません・・・。 

 

さて、今号のメルマガでは、架け橋新刊（19 号）のご紹介や、協会インフ 

ォメーションでは、9 月末よりビックサイトで開催する「ITpro EXPO 2015」 

への出展についてもご案内しています。ご来場頂いた際は、ぜひ、協会ブ 

ースにお立ち寄りください！ITCA 一同お待ちしております。 

 

━━目 次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 1. 架け橋 19 号が刊行になりました！ 

 2. ITC カンファレンス 2015 見どころ紹介 

 3. IT コーディネータ協会インフォメーション 

 4. ITC 掲示板 

 5. セミナーのご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆1◆ 架け橋 19 号が刊行になりました！ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

協会機関誌「架け橋」vol,19 号が刊行いたしました。 

 

今号の特集は・・・ 

「企業の IT コーディネータ活用 ～IT コーディネータへの期待と課題～」 

です。 

今回は長野・東京・京都・宮城の ITC 輩出企業 4 社を取材し、 

どのような目的を持って ITC を増やしているのか、ITC への期待とともに 

課題についてもお聴きしています。 

 

また、特別寄稿では「直前！マイナンバー」と題し、来月より導入される 

マイナンバー制度について、ITC として何をすべきか？との具体的支援に 

ついて寄稿いただいております。 

 

今号より、編集に新メンバーが一人加わりました！また、皆さまのオフで 
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の活動に焦点を当てた新企画もスタートし、よりパワーアップしてのお届 

けとなります。 

猛暑の中での取材も頑張りました！ぜひご覧ください！ 

 

架け橋ご購読で、1 冊 1 ポイント取得できます。 

 

◆◇架け橋のお申込みはこちら！◇◆ 

http://www.itc.or.jp/society/activity/journals/index.html?=ml319 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆2◆ ITC カンファレンス 2015 見どころ紹介 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今号では、2 日目の IT 活動事例と特別講演をご紹介します。 

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

◆「ICT を駆使したサイバー農家「宮川洋蘭」のチャレンジと取り組み」 

有限会社宮川洋蘭 専務取締役 宮川 将人 様、ITC：中尾 克代 氏 

 

インターネットの恩恵を最も受けるのは田舎に住む農家！と言い切り、自 

らサイバー農家と名乗り、現在ではネット販売で２億円を売り上げるに至 

る。取り組みのきっかけは、１９９９年東京農大生として訪れた 2 月の北 

海道農家実習先の農園主が、個人客向けに全量ネット販売し「これから農 

家に一番大切な農具は、パソコンだ！」の言葉に感銘を受けたことにある。 

また、アメリカでＩＴ時代を一足先に体感し 2007 年結婚を機に、栽培した 

洋ランのネット販売へのチャレンジを開始した。苦節三年、ひたすらラン 

の魅力を伝えたい！と諦めず続けた結果、楽天ランキング総合１位を獲得。 

その後三木谷社長から「顧客満足度の最大化賞」を受けた。 

その後、「未使用蘭を使ったボトルフラワーの開発と販路開拓」で農林水産 

省より「総合事業計画」の認定を得て６次産業化にも取り組んでいる。 

 

宮川洋蘭 HP http://www.livingorchid.com/ 

 

◆「IoT 革命が中小企業にもたらすインパクト」 

法政大学 デザイン工学部 西岡 靖之 教授 

 

インダストリー4.0 など、IT とものづくりの融合が進む中で、製造業のみ 

ではなく、サービス業においても、大きなビジネスの変革の波が起きよう 

としています。IoT（モノのインターネット）により、身の回りのさまざま 

な“コト”がデータ化され、それがネットワークでつながることで、アイ 

デア次第で新たなビジネスモデルを構築することができます。IoT を活用 

した情報システムで、中小企業が攻めの経営に転換するための方法につい 

て議論します。 
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法政大学 デザイン工学部 HP  http://www.hosei.ac.jp/edn/ 

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

 

ITC カンファレンスのお申込みはこちら 

http://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2015/index.html?=ml

319 

 

「ITC カンファレンス 2015」と同時期に「東京モーターショー」が開催 

され、早くも都心部のホテルは、予約しにくい状態になっているそうです。 

ご遠方からご参加の皆様には、お早目のご予約をお勧めいたします。 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆3◆ IT コーディネータ協会インフォメーション  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◆9/30～10/2 は「ITpro EXPO 2015」＠東京ビックサイト 

当日協会のブース（27-24）にお越しの IT コーディネータの方には、 

お名刺と引き換えにポイント証明書（1 ポイント）をお渡しいたします。 

無料の事前登録はこちらをご確認ください。 

http://www.itc.or.jp/news/bpitpro_expo_2015.html?=ml319 

 

◆【まもなく締切】協会会員様向け特別セミナーｘ交流会 

開催日：9/30（水） 15:30～17:00 

セミナー名：ライバルと同じ土俵では戦わない！ 

      ～ルール、相手、土俵を変える ～ 

講師：早稲田大学大学院商学研究科、早稲田大学ビジネススクール教授 

   内田和成氏 

セミナー後に交流会を開催します。 

参加費用：無料（交流会も無料です） 

詳細はこちら↓お申込みお待ちしております。 

http://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only2015.html?=ml319 

 

 

◆IT 経営カンファレンス 2015 開催のお知らせ 

「ITC のビジネスの場の拡大と実践力の強化・ITC の認知度向上」を趣旨と 

して、2012 年度から実施しております”IT 経営カンファレンス”が今年も 

開催が決まりました！各地域における IT コーディネータと中小企業のマ 

ッチング、顧客開拓の取り組み、ITC の認知度向上を支援する目的で、全 

国 7 か所で開催します。皆様のご参加お待ちしております。 

http://www.itc.or.jp/management/notification/it2015.html?=ml319 

 

◆『ビジネス競争力「課題解決ツール」研修』のご案内 

http://www.itc.or.jp/news/bpitpro_expo_2015.html
http://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only2015.html?=ml316
http://www.itc.or.jp/management/notification/it2015.html
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中堅・中小企業のビジネス競争力を強化し、企業が生き残るために支援す  

る ITC 向けの実践ツールである「ビジネス競争力強化支援ツール」を提供  

しています。 

 本ツールは前半部の「自己診断ツール」と後半部の「課題解決ツール」 

から構成されますが、本セミナーは後者の手順を理解し活用するための講  

座です。 

開催日：10/2（金）～3（土） 

開催場所：IT コーディネータ協会 会議室 

お申込み・詳細はこちら 

http://www.itc.or.jp/foritc/useful/diagnosis/index2.html?=ml319 

 

 

◆関連団体からのお知らせ：■平成 27 年度情報モラル啓発セミナー■ 

～インターネット社会と人権・情報モラル対策の効果的な進め方～  

情報を取り扱う際に持つべき最低限の「情報モラル」について、トラブル  

を起こさない、巻き込まれないために、どうすべきか！！考え方と対策を  

「人権」、「安全」、「社会的公正」の側面から、わかりやすく説明するもの 

です。 

マイナンバー実施に伴い、個人情報取り扱いの機会も増えていきます。  

問題を見つめなおし、対策を徹底する機会となります。是非、ご参加くだ  

さい。実践力ポイント 4 時間分取得できます。 

10/6（火）千葉、11/12（木）福島、12/11（金）石川、 

1/14（木）兵庫、2/2（火）徳島 

セミナーの詳細･お申込先： http://www.j-moral.org/ 

 

 

◆ITC 関連プレスリリース情報 

・日経新聞（8/25）世界 ICT カンファレンス/前田 信太郎氏 

・印新新聞（9/3） 

・セキュリティ産業新聞（9/10） 

・日本情報産業新聞（9/14） 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆4◆ ITC 掲示板 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【連載のご案内】 

リクルートキーマンズネット/中堅中小企業 中小企業 IT コラム 

阿部 満 氏：経営者タイプで紐解く！企業のマイナンバー事情 

http://www.keyman.or.jp/at/30008174/ 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://www.keyman.or.jp/at/30008174/


 5 / 5 

 

◆5◆ セミナーのお知らせ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

直近 2 週間以内に開催するセミナー情報をまとめました。 

フォローアップ研修のスケジュールや、ITC 協会が後援するセミナーは 

こちらをご覧ください。 

 

http://www.itc.or.jp/news/319.html?=ml319 

 

 

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

↓ 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。 

*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。 

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml319 

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

発行／編集： IT コーディネータ協会 メルマガ担当：田口 

 


