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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。  

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

 

ホームページリニューアルオープンしました！【 ITCA メルマガ】  

 

みなさん、こんにちは！協会の田口です。  

協会のホームページがリニューアルしました！  

初めてアクセスすると、ホームページの表示がおかしいかもしれま  

せん。その場合はブラウザの「更新」ボタンを押して下さい。  

また、推奨環境はこちらをご覧ください。  

http://www.itc.or.jp/browser.html?=ml328 

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ITC＋オープンのお知らせ  

 2. 【重要】メンバー ID 届いていますか？  

 3. 【 ITC＋】よくある質問  TOP3 

 4. IT コーディネータ協会インフォメーション  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  ITC＋オープンのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

日頃、IT コーディネータ協会の活動にご協力ありがとうございます。 

このたび、 IT コーディネータ協会（ ITCA）では ITCA のシステムを  

ITC＋（アイティーシープラス）としてリニューアルオープンし、  

ホームページも刷新いたしましたのでお知らせいたします。  

 

今回のオープンにあたりましては、ＩＴコーディネータ資格者（ ITC） 

の皆様、 ITCA 会員の皆様、また広く ITC に関心を持っていただく  

皆様に、便利で使いやすいシステムとなることを目指しました。  

オープンにあたりましては、ITC の皆様、ITCA 理事の皆様始め、様々  

な方々からご協力をいただきました。心からお礼申し上げます。  

 

今後はさらに事務局職員一同、利用者のご要望にお応えして ITC＋  

の一層の機能の充実に取り組み、ITC＋を利用される全ての方々にと  

って、文字通りご自身の活動にプラスとなる魅力的なものにしてま  

いります。ITC＋が多くの方々に喜んでご利用いただけることを願っ  

ております。  

http://www.itc.or.jp/browser.html?=ml328
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引き続き、 ITCA の活動にご理解とご協力をお願い申し上げます。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  【重要】メンバー ID 届いていますか？  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

以下の対象の方には、2 月 11 日夕方にメールにて『 ITC+メンバー ID』  

を通知しております。 IT コーディネータの方は、 2 月 4 日時点で登  

録されている資格者個人情報の「現住所メールアドレス」を基準に  

お送りしております。現住所のメールアドレスが空欄の場合は勤務  

先のメールアドレスにお送りしております。  

 

＜事前通知対象者＞  

・ IT コーディネータの方  

・協会会員（個人のみ）の方  

・ 2016 年 3 月までにケース研修を受講済みの方  

・ 2015 年 9 月までに試験に合格されている方  

・ IT コーディネータ失効者の方  

 

送信メールタイトル：  

【重要】 ITC＋へようこそ！新規メンバー ID 登録完了のお知らせ  

差出人：  

ITC＋  <info@itc.or.jp> 

 

メールを確認されましたら、記載内容に沿ってパスワードを設定し  

てください。また、登録情報もご確認下さい。  

また、 ITC＋メンバー登録完了メールが届いていない場合は、  

一度［迷惑メール］フォルダーをご確認ください。  

 

通知された ID 以外でログインしたり、新たにアカウントを取得す  

ると、システム更改前の情報が引き継がれませんのでご注意くださ  

い。  

 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋  

ITC+メンバー ID メールを確認したら、まず下記のチェックをお願い  

します！  

 ・パスワードの設定  

 ・ログインの確認  

 ・登録情報の確認、更新  

 ・ ITC プロフィールの登録、更新  

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋  
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事前通知メールが確認できない方、メールを誤って削除されてしま  

った方は、下記 URL よりお問い合わせください。  

https://pro.form-mailer.jp/fms/6bff1a9a71135 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  【 ITC＋】よくある質問  TOP3  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

ITC＋のよくある質問 TOP3 をご紹介します。  

 

Q1：メンバー ID のメールが来ていません。  

A1：2 月 11 日にお送りしております。詳細は、「 2◆  【重要】メン  

バー ID 届いていますか？」の項目をご確認下さい。  

 

Q2：メンバー ID がわかりません。メールを誤って削除してしまった。 

A1：下記 URL よりお問い合わせ下さい   

https://pro.form-mailer.jp/fms/6bff1a9a71135 

 

Q3：購入したセミナーの閲覧方法がわかりません。  

A3：購入したセミナーや架け橋は、購入履歴より閲覧が可能です。  

詳細はオンラインヘルプをご覧ください。  

https://teachme.jp/contents/683238 

 

他にもやり方がわからない場合は、  

まず、オンラインヘルプをご覧くださいね。  

https://teachme.jp/r/itcplus 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  IT コーディネータ協会インフォメーション   

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆協会会員様向け特別セミナーｘ交流会  第 2 弾の案内！  

このたび協会の会員様向けに、「第 2 回会員向け特別セミナー」を開  

催いたします。第 2 回目の今回は昨年 10 月にセレンディップサー  

ビスにてご紹介いたしました「 21 世紀のビジネスにデザイン思考が  

必要な理由」の著者、佐宗邦威氏をお迎えし講演いただきます。  

講演後にサイン本販売会も行います。  

また、セミナー終了後、飲み物と軽食をご用意し、交流会を行いま  

す。佐宗氏も３０分程度参加しますので、ぜひご参加下さい！  

 

日時：２０１６年３月１１日（金）  

https://pro.form-mailer.jp/fms/6bff1a9a71135
https://pro.form-mailer.jp/fms/6bff1a9a71135
https://teachme.jp/contents/683238
https://teachme.jp/r/itcplus
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講演：１５：００～１７：００（書籍販売含む）  

交流会：１７：００～１８：３０  

参加費用：  講演：無料 /交流会： 1000 円（当日徴収いたします）  

対象者：  ＩＴＣＡ法人会員および個人会員＋同伴ＩＴＣ（１名）  

定員：先着１００名（同伴 ITC 込）  

タイトル： 21 世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由  

講師：  佐宗  邦威氏（株式会社 biotope 代表取締役社長）  

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only20160311.htm

l?=ml328 

 

◆信金連携 /しまね信金で IT 利活用セミナーが開催されます  

http://www.shimane-shinkin.co.jp/index.php/news/20160129001/ 

 

◆ 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！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。  

2 月 26 日（金）、 3 月 3 日（名古屋）  

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

328 

開催レポートも掲載中です！  

 

◆協会協賛セミナーのお知らせ：  

「私たちがはたらき方を決める」ウェブ解析  

主催：一般社団法人ウェブ解析士協会  

開催日時： 2016 年 2 月 27 日 (土 ) 13:00～ 17:30 

開催場所：ベルサール新宿セントラルパーク  ホール A 

詳細・お申込みはこちら  

http://www.web-mining.jp/news/2015/11/12/13713/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

セミナー情報が検索しやすくなりました！  

開催地やキーワードで検索が出来ます。是非ご活用ください。  

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage?=ml328 

  

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

↓  各種問合せ先  ↓  

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

http://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only20160311.html?=ml328
http://www.itc.or.jp/guidance/special/kaiin_only20160311.html?=ml328
http://www.shimane-shinkin.co.jp/index.php/news/20160129001/
http://www.itc.or.jp/management/notification/it2015.html?=ml328
http://www.itc.or.jp/management/notification/it2015.html?=ml328
http://www.web-mining.jp/news/2015/11/12/13713/
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage?=ml328
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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?=ml328 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 


