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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。  

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

 

【 ITCA メルマガ】資格更新の締め切りは 5 月末です。  

 

みなさん、こんにちは。協会の田口です。  

この前、同僚数名で BBQ に行きました。あいにく天気は雨だったの  

ですが、ここ数年 BBQ に行っていない私としては久々に屋外でワイ  

ワイできて楽しかったです。上司は「スパークリングワインがグラ  

スじゃなくてコップだからたくさん飲める！」と大喜びし、最後は  

一番酔っぱらっていました。  

 

さて、今週のメルマガも資格更新のご案内を中心にお知らせ致しま  

す。 5 月末までに更新手続きの申込みが確認出来なかった場合は資  

格の失効になります。毎年、期日までに更新手続きされなかった方  

から何とか出来ませんか？とお問合せ頂く事がありますが、どうに  

もなりませんのでお早めにお願い致します。（私自身もお断りの回答  

をしないといけないのでいつも心苦しいです・・。）  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 【重要】 2016 年度の資格更新手続きはお早めに  

 2. 今週の資格更新よくある質問  

 3. IT コーディネータ協会インフォメーション  

 4. 協会法人会員よりお知らせ。  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  【重要】 2016 年度の資格更新手続きはお早めに  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

2016 年度の資格更新始まっております。お手続きはお早めに  

お願い致します。  

※既にお手続きをお済みの方は行き違いとなりますがご了承くださ  

い。  

 

▼申請期間  

5 月 31 日 (火 ) まで（厳守）  

必ずこの期間内にお手続きをお願い致します。  

※熊本地震で被害を受けられました方には延長措置等を検討して  

おります。  
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http://www.itc.or.jp/news/post_20150211.html?=ml334 

 

 

▼対象者  

IT コーディネータ認定者  

※ただし、 2015 年度認定者（ 2015/04/01～ 2016/03/31 の認定者）  

の方は更新料のお支払は不要です  

 

▼更新手続きはこちら（ ITC＋メンバー ID が必要です）  

https://itca.force.com/ITCPLoginPage 

 

 

資格更新は、更新料のお支払いと実務活動報告書の回答をもって完  

了となります。資格更新手続きが完了すると、更新結果通知メール  

が配信されます。通知メール受信の確認出来ましたら更新完了です。 

 

◆資格更新の手続きの流れはこちらをご覧ください。  

http://www.itc.or.jp/news/20160229.html?=ml334 

 

※画面付きの更新手続き（全体フロー）はこちらをご覧ください  

https://teachme.jp/contents/686500 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  今週の資格更新よくある質問  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

Q1：ログインできません。メンバー ID がわかりません。  

A1：ログイン ID は「資格者 ID」から「 ITC＋メンバー ID」に変更に  

なりました。「 ITC＋メンバー ID」がご不明の場合は下記 URL より  

お問い合わせください。  

https://pro.form-mailer.jp/fms/6bff1a9a71135?=ml334 

 

Q2：更新希望だがポイントが不足しています。どうしたいいでしょ

うか？  

A2：資格更新関連お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 

https://pro.form-mailer.jp/fms/e722484770633?=ml334 

 

Q3：資格更新料の請求書を発行したい  

A3：更新料の申込みの際に、支払方法を「銀行振込」を選択しお申  

込み下さい。申込み後、購入履歴よりダウンロードが出来ます。  

ダウンロード方法はこちら  

https://teachme.jp/contents/685895 

http://www.itc.or.jp/news/post_20150211.html?=ml334
https://itca.force.com/ITCPLoginPage
http://www.itc.or.jp/news/20160229.html?=ml334
https://teachme.jp/contents/686500
https://pro.form-mailer.jp/fms/6bff1a9a71135?=0510
https://pro.form-mailer.jp/fms/e722484770633?=ml334
https://teachme.jp/contents/685895
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Q4：更新料の支払も 5 月末までですか？  

A4：更新料のお支払期限は資格更新の申込み後 60 日以内となりま  

す。 5 月末は資格更新の「お申込み」の期限となります。  

資格更新のお申込み後、「【 ITC＋】ご利用の確認」のメールが配信さ  

れます。注文内容に「資格更新料」の記載が入ったメールが受信出  

来ていれば申込み完了となっており、 5 月末での資格の失効にはな  

りません。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  IT コーディネータ協会インフォメーション   

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆ケース研修お申込受付中！   

＜このような方にオススメ＞  

・  企業の情報システム部門に在籍中で、スキルアップを目指す方  

・  ＩＴベンダー企業で、「企画」や「営業」の仕事をされている方  

・  経営コンサルの仕事をされていて、経営者からＩＴ関連のアド  

バイスを求められている方  

・  企業内で業務改善、情報化を担当されている方  

 

詳細・お申込みはこちら↓↓  （ 5 月 20 日（金） 17 時まで）  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml334 

 

試験対策講座や、資格紹介セミナーも開催中です！（ 4 月 28 日更新）  

http://www.itc.or.jp/news/20130129.html?=ml334 

 

◆平成 28 年度版中小企業施策利用ガイドブックが発行になりまし

た  

中小企業者向け支援策を利用する際の手引き書として、他省庁の  

ものも含め 200 以上の支援策を経営、金融、財務など分野毎に掲載  

しています。  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamfsystem/pamfsystem.h

tml 

 

 

◆最新 IT ツールをご紹介の無料 e ラーニングを公開中！  

☆サイボウズ株式会社  

最新事例から学ぶ！グループウェアの活用術  

☆東日本電信電話株式会社  

NTT 東日本がお送りする中小企業向けマイナンバー対策   

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/trendseminar.html?=ml334 

アンケート回答でプレゼント実施中  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml334
http://www.itc.or.jp/news/20130129.html?=ml334
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/trendseminar.html?=ml334
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◆ COMPASS2016 年春号刊行しました！  

特集では、サービス産業の生産性向上、製造業のサービス  

プロセス改革を取り上げました。  

経済産業省サービス政策課のインタビューも掲載しています。  

IT コーディネータの支援事例は、水口和美氏（支援先：半谷  

製作所）、荒添美穂氏（支援先：橋本食品）、そして支援先  

である橋本食品・橋本和宏社長が見事 ITC を取得されました。  

活動事例は、ヒューリット MF による奈良市のプレスタートアッ  

プセンター、寄稿は、藤岡秀和氏、和田喜充氏、山本一郎氏です。  

本誌はセミナーや企業訪問時に無料でお使いいただけます。  

http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index

.html?=ml334 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  協会法人会員よりお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

協会法人会員の日経 BP 社よりセミナーのお知らせです。  

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

 

日経 BP 社「 ITpro EXPO 2016」福岡・名古屋・札幌開催のご案内  

※昨年まで開催していた「 Cloud Days」が「 ITpro EXPO」へと一新  

されました。   

クラウドやビッグデータはもちろん、新たに IoT、モバイル＆ウエ  

アラブル、セキュリティ＆ガバナンスといった、デジタルビジネス  

時代を象徴する IT の最前線をテーマに掲げたイベントを新設しま  

す。各地域の企業が取り組む IT 活用とビジネス革新を強力にバッ  

クアップします。その最前線をご体感ください。  

参加すると実践力ポイント  1 ポイント取得できます。  

 

■ 6 月 1 日（水）～ 2 日（木）  福岡国際会議場  

■ 6 月 16 日（木）～ 17 日（金）  名古屋国際会議場  

■ 6 月 30 日（木）～ 7 月 1 日（金）  札幌コンベンションセンター  

 

詳細・お申込みはこちら  

http://expo.nikkeibp.co.jp/itevents/ 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

■「自治体ビジネス研修  新入門編」のご案内  

http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml334
http://www.itc.or.jp/society/activity/articles/compass_index.html?=ml334
http://expo.nikkeibp.co.jp/itevents/
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開催日： 2016 年 6 月 17 日（金）  

開催場所： IT コーディネータ協会  会議室  

研修内容：  

自治体には ITC の仕事がいっぱいあるぞ、まず出かけてみよう！  

実際に自治体で活躍している講師が、惜し気もなくノウハウをご提  

供いたします！  

受講者の声：  

・実務経験者しか分からない事が聞けて、大変良かった。  

・自治体ビジネスに関しての基礎知識になればと思い参加させてい  

ただいたが、色々な識問等の答えから、これまで知らなかった事を  

多く聞く事が出来、有意義だった。  

 

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150195.html?=ml33

4 

 

■「迫りくるネットワークの脅威！深刻な脆弱性への対策」   

開催日： 2016 年 6 月 24 日（金）   

開催場所：文京シビックセンター  26F スカイホール   

研修内容：   

1)実演！忍び寄るハッキングの脅威～ハッキングされたらどうなる  

の？～   

株式会社ラック  サイバー・グリッド研究所  チーフリサーチャー   

谷口  隼祐氏   

2)企業・団体の情報セキュリティ対策   

独立行政法人情報処理推進機構（ IPA）技術本部  セキュリティセン  

ター  調査役  石井  茂氏   

3）中小企業におけるセキュリティ対策で押さえるべきポイントと実  

施方法   

株式会社ジョインウィズ  谷  英幸氏   

 

詳細・お申込はこちら   

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/itca624.html?=ml

334 

 

その他、セミナー情報はこちら  

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage?=ml334 

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、検索ボタンを押すと表示されます。  

 

 

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

http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150195.html?=ml334
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150195.html?=ml334
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/itca624.html?=ml334
http://www.itc.or.jp/foritc/seminar/seminar/itca624.html?=ml334
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage?=ml334
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↓  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?=ml334 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

 

 

http://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml334

