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

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 357 号】新書籍発刊キャンペーン！メルマガ読者限

定プレゼント！  

 

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

本日より ITC 実務ガイド（ Ver2.0）と IT 経営アプローチが発刊に  

なりました。なんとこの 2 冊とおまけをつけて、メルマガ読者  

限定でプレゼントします！応募方法は本文をご覧ください。  

たくさんのご応募お待ちしております！  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. 新 ITC 実務ガイド、 IT 経営アプローチ事例を発刊しました！  

 2. 2017 年度 ITC 資格更新のお知らせ  

 3. ITC 協会からお知らせ  

 4. 中小企業庁主催「 IT 導入で商売繁盛！プラス IT フェア」のご

案内  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆新 ITC 実務ガイド、 IT 経営アプローチ事例を発刊しました！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

「 IT コーディネータ実務ガイド Ver.2.0」と「 IT 経営アプローチ  

事例」を発刊しました！  

 

＜ただいま一緒買いキャンペーン中＞  

IT 経営推進プロセスガイドライン、 ITC 実務ガイド、 IT 経営アプ  

ローチ事例の 3 点セット、または、 ITC 実務ガイド、 IT 経営アプロ  

ーチ事例の 2 点セットでお得に購入できるキャンペーン中です！  

詳細は、実務ガイドまたは IT 経営アプローチ事例の紹介ページ  

をご覧ください。  

 

 

◆ IT コーディネータ実務ガイド Ver.2.0 に改訂しました  

本ガイドは 2009 年に刊行された IT コーディネータ実務ガイド  

Ver.1.0 の改訂版であり、これから ITC の実践活動をする人や、  
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すでに実績を持ちながらも他の ITC 活動を参考にしたいという方を  

対象にしています。詳細はこちら  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?E7_phY_2I_nccb 

 

◆  IT 経営アプローチ事例を発刊しました  

IT 経営アプローチ事例（集）は、中小企業の IT 経営の推進、  

および、それを支援する人材のノウハウの補強を目的とし、中小企  

業の IT 経営へのアプローチ（第一歩）をサポートする実践的ツール  

です。詳細はこちら  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?E8_phY_2I_nccb 

 

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

◆◆◆メルマガ読者限定プレゼント！◆◆◆  

発刊を記念して、 ITC 実務ガイド Ver2.0、 IT 経営アプローチ事例  

、ITC 実務ガイド Ver1.0 をセットを抽選で 3 名様にプレゼントしま

す！  

ご応募はこちら（簡単なアンケートにご協力ください）  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?E9_phY_2I_nccb 

応募締め切り： 4 月 23 日（日曜日）まで  

※当選された方には後日ご連絡致します。  

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  2017 年度 ITC 資格更新のお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

IT コーディネータの皆様へ  

2017 年度 ITC 資格更新が始まっています。  

更新手続きはお早めにお願い致します！（ 5 月 31 日（水）まで）  

 

■更新手続きはこちら（ ITC＋メンバー ID が必要です）  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Ea_phY_2I_nccb 

 

※更新手続き（全体フロー）はこちらをご覧ください  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Eb_phY_2I_nccb 

 

2017 年度資格更新の詳細についてはこちら  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Ec_phY_2I_nccb 

 

 

■よくある質問ランキング  

Q1：メンバー ID を忘れました。メンバーページにログインできませ

ん。  

A1：お問い合わせフォームよりご連絡ください。  
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http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Ed_phY_2I_nccb 

 

Q2：請求書または領収書の宛名、送金者名を会社名にしたい。  

A2：メンバーページの個人情報編集より変更できます。  

変更後購入履歴からダウンロードをお願いします。  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Ee_phY_2I_nccb 

 

Q3：資格更新料の請求書が欲しい。  

A3：更新料の申込みの際に、支払方法を「銀行振込」でお申込み  

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  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Ef_phY_2I_nccb 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆メンテナンスのお知らせ  

下記の日程にてサーバのメンテナンスを実施いたします。  

ご迷惑をおかけしますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

＜メンテナンス日時＞  

2017 年  4 月 20 日 (木） 00:00 - 04:00 

 ハードウェア  メンテナンス工事の為、  

 上記時間帯において 1 時間程度 WEB・メールサービスが停止いた

します。  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Eg_phY_2I_nccb 

 

 

◆ 2017 年度第 1 期のケース研修の受講者募集中です！  

今回のケース研修より、 IT 経営推進プロセスガイドライン  

Ver3.0 対応となり、ケース事例も製造業から流通業となります。  

◎各実施機関から受講者への紹介ページはこちら  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Eh_phY_2I_nccb 

◎ケース研修の詳細・お申込みはこちら  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Ei_phY_2I_nccb 

 

 

◆ 2017 年度フォローアップ研修の募集を開始致しました！  

計画的なご受講をお願い致します。お申し込みはお早めに！  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Ej_phY_2I_nccb 
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◆「 OJT による実践力向上研修 2017～実際の企業を舞台に  

お客様支援を体験してみよう！～」トレーナー募集中です。  

経験豊富な ITC がトレーナーとなって、ITC-OJT プログラムに則り、  

実際の企業での支援を通じて ITC の実践力を習得できるよう、  

トレーニー（受講者をさします）を指導していただきます。  

詳細はこちら  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Ek_phY_2I_nccb 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆中小企業庁主催「 IT 導入で商売繁盛！プラス IT フェア」のご

案内  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

「 IT 導入で商売繁盛！プラス IT フェア」のお知らせ  

IT ツールってなに？導入すると生産性はあがるの？どのくらい  

儲かるの？身近な活用例を分かりやすく紹介したり、実際に IT 

ツールを体験できることで皆様の疑問や不安をスッキリ解消する、  

プラス IT フェアを全国 10 カ所で開催中です！  

IT 導入補助金に関する説明会も実施しています。参加費用は無料で

す。  

 

■開催地 /日程  

那覇： 4/18、名古屋： 4/20、金沢： 4/24、大阪： 4/26、札幌： 4/28 

 

■取得ポイント  

本イベントは ITCA 後援扱いとなり、 1 ポイント /4 時間付与  

されます。受付の際に「 IT コーディネータです」とお声を  

おかけください。  

 

事前登録、イベントの詳細はこちら  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?El_phY_2I_nccb 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

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

■支援機関連携ビジネス研修   

～支援機関とビジネスができるようになろう！！～   

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

＜受講者の声＞   
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・案件に直接つながる研修で、とても有益だった  

・今後も同じような研修が欲しい  

・ ITC の商談活動としてわかりやすかった  

開催日： 4 月 25 日（火）東京   

お申込み・詳細はこちら   

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Em_phY_2I_nccb 

 

 

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

■【 ITCA フォローアップ研修】  数少ない『平日コース』受講の  

チャンスです！！  

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

現場からの業務要求と、システム化に必要となる要件の  

引き出し方と纏め方を学び、それを使ってＲＦＰ作成の演習も行い

ます。  

ＩＴコーディネータの方は、フォローアップ研修対象でなくても受

講できます。  

開催日： 4 月 27 日（木）  10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会（東京）  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?En_phY_2I_nccb 

※フォローアップ研修対象です。  

 

 

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

■自治体ビジネス研修“米田講師”「入門編」  

ゲストスピーカー：Ｍｒ．Ｘ  

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

IT コーディネータが居てくれてよかった！といわれてみません  

か？自治体職員さんの実情や、アプローチ方法を学んで自治体に  

出かけてみよう！  

開催日： 4 月 28 日（金）  13： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会（東京）  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Eo_phY_2I_nccb 

 

 

 

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

■ ITC のための実践 AI 

～ AI ビジネスを支援できる ITC になろう～  

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

Watson と Azure を用いて実際に AI を体験することにより、  

ITC として中小企業経営者の AI に関する質問にどう答えるか、  

また AI 導入プロジェクトをどう推進及び支援していくか、  
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自らなりの知見を得る機会を提供します  

開催日： 5 月 12 日（金）  10： 00～ 17： 00 

    5 月 19 日（金）  10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会（東京）  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Ep_phY_2I_nccb 

 

 

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

■「サイバー攻撃から自社を守れるか？」   

～サイバー攻撃者の戦略を学びセキュリティ対策を考える～  

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

・ペネトレーションテスターがサイバー攻撃者としての総合的な戦

略を解説  

・サーバ管理者向けに安全なサーバの設定や運用方法も解説いたし

ます。  

開催日： 5 月 31 日（水） 18： 00-20： 10  

会場：ＩＴコーディネータ協会（ライブストリーミング有）  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Eq_phY_2I_nccb 

 

 

その他のセミナー情報はこちら  

http://crm.itc.or.jp/r/c.do?Er_phY_2I_nccb 

 

 

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。  

 

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

↓  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://crm.itc.or.jp/r/c.do?Es_phY_2I_nccb 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  


