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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 363 号】 IT コーディネータ試験はじまる /セミナー

情報いろいろ  

  

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

先週は九州北部が大雨で大変なことになってしまいましたね。  

被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。  

今日は全国で 30 度を超える暑さになるそうですので、熱中症に  

ならないよう、水分だけでなく適度な塩分補給も忘れないでくださ

いね。  

 

さて、本日のメルマガは先週から始まった IT コーディネータ試験  

のお知らせをメインにお届いたします。  

 

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. IT コーディネータ試験  申込み開始！  

 2. ITC 協会からお知らせ  

 3. ITC 掲示板  

 4. 関連団体からのお知らせ  

 5. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆  IT コーディネータ試験  申込み開始！  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

試験の申込みがスタートしました！  

今回の試験より、「 IT 経営推進プロセスガイドライン  Ver.3.0」  

が出題範囲となります。試験予約はお早めに！  

 

・試験予約期間： 2017 年 07 月 04 日（火）～  08 月 31 日（木）  

・試験実施期間： 2017 年 08 月 01 日（火）～  09 月 03 日（日）  

 

試験のサンプル問題も公開中！  

詳細は下記 URL の「サンプル問題」よりご確認ください。  

試験の詳細・お申込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml363 

 

https://www.itc.or.jp/authorize/exam/index.html?=ml363
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試験の対策講座はこちら  

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

363 

 

「 IT 経営推進プロセスガイドライン」のご購入はこちら。  

ピンク色の表紙が目印です！  

https://www.itc.or.jp/about/guideline/?=ml363 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆新会長  就任のご挨拶  

IT コーディネータ協会では、 6 月 19 日の通常総会をもって、  

播磨崇氏が任期満了で会長を退任し、総会後の理事会にて  

澁谷裕以氏が新たに会長に就任しましたのでお知らせ致します。  

https://www.itc.or.jp/society/greeting/?=ml363 

 

 

◆「 ITC Conference 2017」  出展のご案内  

このたび、この ITC Conference2017 において、ユーザー企業・  

ITC・ベンダー・関係機関による展示を行うことにいたしましたので、 

出展のご案内を送らせていただきます。ぜひご検討いただき、  

展示ご協力をお願いいたします。  

https://www.itc.or.jp/event/itcconference_2017_1.html 

 

 

◆「中小企業のための IoT 導入ガイド」を発刊いたしました。  

IT コーディネータの研究会である「つなぐ IT カイゼン研究会」  

のメンバーが「中小企業のための IoT 導入ガイド」を企画・執筆  

して、 ITC 協会から発刊いたしました。字が大きくて読みやすい  

と好評です。詳細・ご購入はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/iotguidever1.html?=ml363 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 掲示板（連載のご紹介）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

IT コーディネータの連載のご紹介です。  

データベースソフト「 FileMaker」の詳細と活用法を紹介しています。 

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

【連載】中小企業経営者のための FileMaker 活用術  

https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml363
https://www.itc.or.jp/authorize/juken_taisaku_kouza.html?=ml363
https://www.itc.or.jp/about/guideline/?=ml363
https://www.itc.or.jp/society/greeting/?=ml363
https://www.itc.or.jp/event/itcconference_2017_1.html
https://www.itc.or.jp/news/iotguidever1.html?=ml363
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執筆者：株式会社 ITC 総合研究所  

代表取締役  谷巌氏  

取締役・庶民派 IT コーディネータ  用松節子氏  

 

■第一回  成長を目指す企業と FileMaker 

https://www.compass-it.jp/column/2878 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 4◆  関連団体からのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

ｉＳＲＦ（ NPO 法人 IT スキル研究フォーラム事務局）からお知らせ

です。  

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

 

【無料診断】今年は IoT に係わるスキルが分かります  

「第 16 回  全国スキル調査 2017」  

 

その場で、すぐに、自分のスキルレベルがわかります。  

住所氏名登録不要。料金無料。今年は、すべての産業、事業領域  

に不可欠となってきた IoT にかかわる 9 つの業務（役割）におけ  

るレベルが 1 回の診断でわかります。 IT エンジニアからものづく  

りエンジニアまで、誰でも参加できます。  

 

■「第 16 回  全国スキル調査 2017」のご参加はこちら  

https://www.isrf.jp/chousa/2017/ 

 

実施期間： 2017 年 6 月 19 日～ 8 月 20 日  

 

問合せ先： NPO 法人 IT スキル研究フォーラム事務局  

e-mail：  isrf@nikkeibp.co.jp 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 5◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

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

■意思決定マネジメント（ DMN）と AI プロセス   

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

デジタル時代のビジネスアナリシスにとって求められるテーマは、  

たゆまぬ業務の改善、データ分析による洞察（インサイト  ルー  

ル）、顧客経験の共創等の適用が行なえる「意思決定マネジメン  

https://www.compass-it.jp/column/2878
https://www.isrf.jp/chousa/2017/
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ト」への挑戦です。このたび、意思決定マネジメントの権威であ  

る James Taylor 氏を招聘して、その意思決定マネジメントの  

要素である業務ロジックのモデリング、ルールエンジンの自動処  

理・シミュレーション及びデータ分析エンジンによる新たな見識  

・パターンの導出方法を学習します。また、それらを反映した  

意思決定マネジメントシステムが業務の付加価値向上と革新に  

どのように役立させているかについて、事例も含め学習します。  

開催日： 7 月 24 日（水） 14:00～ 17:00  

会場：日本教育会館（東京）  

費用   ： 5,000 円（一般）、   

割引価格： 3,000 円（ ITC）   

※お申込み時に、割引コード「 ITCA-J」を入力してください）  

詳細・お申し込みはこちら  

http://peatix.com/event/278251 

 

 

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

■「金融機関連携ビジネス研修」  

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

「金融機関を知る」「金融機関との連携モデルプラン解説、ツール  

紹介」「金融機関、取引先企業との具体的なコネクション作り」を  

中心に金融機関とビジネスをするにはどうすればよいか？どう  

ビジネスを継続していけばよいか？取引先企業にどうアプローチ  

すればよいか？を経験豊富な講師から解説します。  

開催日： 7 月 26 日（水） 10:00～ 17:00  

会場： IT コーディネータ協会  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml363 

 

 

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

■「 WEB 活用を支援する ITC ビジネス最前線」   

～中小企業は WEB 活用の支援者を求めている～  

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

【第１部】「（仮） Buddy で週末起業  

     ～ CMS Buddy を利用した中小企業 HP 作成支援～」  

 株式会社 WEB マーケティング総合研究所  取締役  坂本義和氏  

【第２部】「 WEB コンサルタント力を身につけよう  

   ～中小企業の WEB 活用を支援するためのコンサルティング  

                   スキルを身につける～」  

中小企業 WEB 活用支援プロジェクト・リーダー  川端俊之氏（ ITC） 

開催日： 7 月 27 日（木） 15:00-17:10  

会場： IT コーディネータ協会（ライブストリーミング有）  

http://peatix.com/event/278251
https://www.itc.or.jp/news/seminar-kinyushien.html?=ml363
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詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/web0727.html?=ml363 

 

 

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

■「ビジネスの理解とモデルの構築」  

－ Business Model Canvas と Value Proposition Canvas の利用－  

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

ビジネスモデルキャンバス (BMC : Business Model Canvas)技法  

を活用して、クライアントのビジネスの全体像を描くことを、  

事例による演習を交えて学習します。また、クライアントが提供  

している製品やサービスが、対象としている顧客の期待に適確に  

応えているかどうかをチェックすることも重要です。  

本講座では、このチェックのために、価値提案キャンバス  

(VPC : Value Proposition Canvas)の活用が有効であることを、  

事例による演習を交えて学習します。本講座を受講することによ  

り、ビジネスモデルキャンバス (BMC : Business Model Canvas) 

と、価値提案キャンバス (VPC : Value Proposition Canvas)の  

2 つのキャンバスを作成することができ、さらに、その活用場面  

での技法の有用性を学ぶことができます。  

開催日： 8 月 1 日（火） 10： 00-17： 00 

会場：株式会社  富士ゼロックス総合教育研究所（東京）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150163.html?=ml363  

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■【名古屋開催】 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、  

自らなりの知見を得る機会を提供します  

開催日：（体験）     8 月  2 日（水）  10： 00～ 17： 00 

    （プロジェクト） 8 月  3 日（木）  10： 00～ 17： 00 

会場：株式会社名古屋ソフトウェアセンター  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml363 

 

 

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

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/web0727.html?=ml363
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150163.html?=ml363
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml363
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■戦略ワークショップ実践  

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

「戦略ワークショップ」とは、 IT コーディネータ・プロセスガイ  

ドラインをベースとして、富士ゼロックス・グループ所属の ITC 

チームが開発した戦略策定支援プログラムです。この研修では、  

この「戦略ワークショップ」を運営するための基礎的なスキルを  

習得します。 ITC 有資格者はもちろん、「自社内で戦略立案を推進  

する役割を有している方（経営企画など）」「クライアント企業に  

対して、戦略立案を支援する役割を有している方（ Sier の営業  

など）」にとっても、実務で IT 経営の経営戦略フェーズを推進し  

ていく際の一つの「型」として、活用できる実践的な研修です。  

開催日： 8 月 4 日（金） 10： 00-17： 00 

会場：株式会社  富士ゼロックス総合教育研究所（東京）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150187.html?=ml363  

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■自治体ビジネス研修「入門編」【 2017】  

自治体には ITC の仕事がいっぱいあるぞ！自治体に行ってみよう！  

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

自治体ビジネス研修を立ち上げて、早 8 年・・・・   

“今年も自治体職員さんや CIO 補佐官がやってくるぞ！”   

ワークショップに加えて、ディスカッションもあります。   

一方的にお話を聞くのではなく、ディスカッションの時間を  

たっぷりお取りしてます。実際に職員さんや CIO 補佐官が会場に  

やってきたり、ｓｋｙｐで参加したり、現場の声が聞けます！  

開催日： 8 月 25 日（木） 10： 00-17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室   

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml363 

 

 

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

■「  （リアル＋ＥＣ＋ＡＩ）流通業／未来業務の基礎知識」  

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

流通業の未来を改善するために必要な業務知識の基礎と、最新 IT 

の活用方法及び効果を伴に学びましょう。  

開催日： 8 月 31 日（木） 10： 00-17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室   

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d5.html?=ml363 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/post_20150187.html?=ml363
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml363
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d5.html?=ml363
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※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■【実地研修】第５回中小企業経営支援実践能力養成研修  

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

この研修は、特定非営利活動法人モノづくり応援隊ｉｎ大田区が、  

11 年間の活動実績で 150 社を超える企業支援を実施したノウハウを  

ベースにした、実地研修です。 IT コーディネータ協会の実地研修  

としても、今回で第 5 回目となる実績のある研修です。  

「営業実習コース」支援企業の獲得手法と支援ノウハウの修得  

「支援演習コース」支援ノウハウの修得  

開講日： 9 月 2 日（土）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ootaku_jicchikenshu2017

.html?=ml363 

 

 

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

■【 ITCA×CompTIA】ビジネス・コミュニケーション・スキル  

 実践＆人材育成支援コーディネータ研修  

～仕事上のコミュニケーションはスキルである！～  

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

人材育成でビジネスをしたい方、人材育成部門の方必見です！  

CompTIA が提供する BCSA（ビクサ）を利用した、どの企業でも  

無理なく、分かりやすく、納得した上で展開できるビジネス・  

コミュニケーション・スキルの戦略的実践を学びます。  

また効果的な人材育成計画の構築の考え方もご提供します。  

ご自身で体験し、ＩＴＣビジネスにお役立てください！  

開催日：  9 月 6 日 (水 ) 10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  （東京）  

詳細・お申し込みはこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml3

63 

 

 

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。  

 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ootaku_jicchikenshu2017.html?=ml363
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/ootaku_jicchikenshu2017.html?=ml363
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml363
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itca_bsca0906.html?=ml363
https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
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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。  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml36

3 

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

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?=ml363
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml363

