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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 369 号】ITproEXPO 出展中！ /ITC カンファレス見ど

ころ紹介その 2 

 

みなさん、こんにちは！ ITC 協会の田口です。  

先週の金曜日に協会の入っているビルでボヤ騒ぎがありました。  

廊下に臭いが立ち込めていてたため、会長の指示で私達全員も避難  

することになりました。夕方だったのでそのまま帰宅の流れに。  

幸い大きな事故にはならなかったようで、週明けからは平常通り  

になっています。このボヤ騒ぎをきっかけに、協会はサーバーを  

クラウド化していないので、そろそろ本気でクラウド化した方が  

良いのではと・・話が出ていました。これから乾燥の季節ですの  

で皆様も火元にはお気をつけください。  

 

さて、今回のメルマガでは本日から開催の ITproEXPO 出展や、  

前号に引き続き ITC カンファレス見どころ紹介をメインにお知らせ  

いたしたします。  

 

━━目  次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 1. ITpro EXPO 出展中！（プレゼントあり）  

 2. ITC Conference 2017 みどころ紹介（その 2）  

 3. ITC 協会からお知らせ  

 4. セミナーのご案内  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 1◆ ITpro EXPO 出展中！（プレゼントあり）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

本日から 3 日間、 ITpro EXPO 2017 に出展中です。  

ぜひ東京ビックサイトにお立ち寄りください。  

 

会期： 2017 年 10 月 11 日（水）～ 10 月 13 日（金）  

   10： 00～ 17： 30 

会場：東京ビッグサイト  東 4-6 ホール  

出展ブース番号：１６２１（オープンシアターの近くです！）  

入場料： 3,000 円（税込）  

ただし、主催者サイトから  来場事前登録を行えば無料。  
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http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/2017/ 

 

★★プレゼントあります★★ 

簡単なクイズに答えると粗品プレゼント！  

皆さまのご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております。  

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/event/bpitpro_expo_2017.html?=ml369 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 2◆  ITC Conference 2017 みどころ紹介（その 2）  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

前号に引き続き、 ITC カンファレス 2017 の見どころをご紹介しま

す！  

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

お申込人数は延べ 1,100 名を超えました！まだお席に余裕がござい  

ますので、皆さまのお申込みをお待ちしております。  

 

今回は日本を代表するお二人のエバンジェリトのご紹介です。  

日本マイクロソフトの西脇様は、多数のリクエストをいただき、  

昨年に続きご登壇頂きます。また、砂金様は元日本マイクロソフ  

トのエバンジェリトで、西脇様と同様に魅せるご講演に期待です。  

特別講演の山本一成様からも  “この方の講演はおもしろい！”と  

太鼓判を押して頂きました。  

 

◆特別講演（ご講演日： 11 月 24 日）  

“ LINE が AI/チャットボット技術でもたらす次世代エクスペリエン

ス”  

開発 1 センター  プラットフォームエバンジェリズムチーム  

マネージャー /チーフエバンジェリト  

砂金  信一郎（いさご  しんいちろう）様  

 

【講演概要】  

日本で広く普及し、日常的に利用されている LINE。スマート  

フォンでの友人とのメッセージ交換だけでなく、宅配便の再配達  

設定や銀行の残高確認なども行えるようになり、社会インフラとし  

て定着しつつあります。 Facebook や WeChat の海外動向を織り交  

ぜながら、チャットボットや AI 技術、スマートスピーカーや IoT 

デバイス連携などを通じてみなさんの生活がどう変わっていくのか、 

LINE が目指す将来像をご紹介します。  

 

◆リクエスト講演（ご講演日： 11 月 25 日）  

“ AI・人工知能が変える私たちの社会”  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/expo/2017/
https://www.itc.or.jp/event/bpitpro_expo_2017.html?=ml369
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日本マイクロソフト株式会社  業務執行役員  エバンジェリスト   

西脇  資哲（にしわき  もとあき）様   

 

【講演概要】  

AI・人工知能がもたらす大きな変化に注目が集まっています。  

省力化や自動化だけではなく我々の将来予測、新しい創造などな  

どその範囲は拡大の一歩です。機械学習と深層学習の登場で広がる  

AI・人工知能の世界を具体的な活用デモンストレーションととも  

にご紹介いたします。  

 

その他のプログラム、お申し込みは以下の URL をご覧ください  

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml369 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆ 3◆  ITC 協会からお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

◆軽減税率制度と軽減税率対策補助金について  

平成 31 年 10 月 1 日から、消費税等の税率が 8%から 10%に上がり  

ます！！同時に、消費税の軽減税率制度（ 8%）が導入されること  

は御存知の通りです。現在、この軽減税率制度に対する対策補助  

金があります。（申請受付期間は平成 30 年 1 月 31 日、特に B-1 

型については、平成 30 年 1 月 31 日までに事業完了報告書を提出！）  

制度含めた詳細な最新情報を動画で配信しております。  

ご興味のある方は、本講座をご活用ください。  

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

a.html?=ml369 

※軽減税率補助金のサイト：  http://kzt-hojo.jp/ 

 

 

◆フォローアップ研修の新講座が出来ました！  

「 IoT、 AI 時代における業務分析手法の習得」  

業務参照モデルを活用した分析手法を学ぶ事で、業務知識・  

スキルが乏しくても業務分析が可能となります。  

開催日： 2018 年 2 月 15 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/d7.html?=ml369 

 

 

◆「 IT 活用で地域活性化のヒントを掴もう」（都道府県職員様向け） 

本セミナーでは、地域活性の担い手である自治体職員様向けに、  

https://www.itc.or.jp/activity/seminar/itc_conf2017/?=ml369
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/keigen_zeiritsu_suganuma.html?=ml369
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/keigen_zeiritsu_suganuma.html?=ml369
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d7.html?=ml369
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IT 活用に対する考え方のヒントを掴んでいただくために開催いた

します。  

開催日時： 11 月 7 日（火）  14： 30～ 16： 30  

会場：公益財団法人都道府県会館  401 会議室  

参加料：都道府県職員様  無料（事前申込制： WEB または FAX）  

詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/1107_todoufukenshokuinm

uke.html?=ml369 

 

 

◆ケース研修のお申し込み受付中  

＜募集期間＞  

2017 年 9 月 1 日（金）～  11 月 10 日（金） 17 時（予定）   

詳細・お申込みはこちら  

http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml369 

 

 

◆＠人事にて協会のコラムを掲載中です！  

今回は、社労士の太田  綾子さんに「人事部門（管理部門）の生産性  

を向上させる IT 活用」についてご執筆頂きました。  

https://at-jinji.jp/expertcolumn/59 

 

 

◆「全銀 EDI システムを利用した金融 EDI の活用に関する説明会」

のお知らせ  

企業間送金に係る電文を従来の固定長から  XML 電文に移行し、  

送金電文に商流情報の添付を可能にする仕組みが出来上がってきま

す。  

中小企業にとっても、今後大きく影響が出てくる変更ですので、  

IT コーディネータの皆さんも興味を持って、情報収集をお願いしま

す。  

東京開催： 10 月 24 日（火）（東京都千代田区）  

大阪開催： 11 月 6 日（月）（大阪市東淀川区）  

https://www.itc.or.jp/news/zenginkyo_edi.html?=ml369 

 

 

◆メルマガ読者プレゼントご応募ありがとうございました。  

抽選会の様子はこちら！  

https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/mailmaga_lot4.ht

ml?=ml369 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/1107_todoufukenshokuinmuke.html?=ml369
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/1107_todoufukenshokuinmuke.html?=ml369
http://www.itc.or.jp/authorize/training/?=ml369
https://at-jinji.jp/expertcolumn/59
https://www.itc.or.jp/news/zenginkyo_edi.html?=ml369
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/mailmaga_lot4.html?=ml369
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/mailmaga_lot4.html?=ml369
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◆ 4◆  セミナーのお知らせ  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 

 

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

■まだまだ使い倒せる SNS ビジネス  

～  SNS、本当に活用できていますか？～  

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

【第 1 部】「 SNS 最新トレンドと活用方法」  

～  SNS、本当に活用できていますか？～  

講師：株式会社ペンタゴン  冨田  さより氏   

【第 2 部】「 FaceBook 広告を活用した Web マーケティング」  

 講師：株式会社飲食店繁盛会  代表  笠岡  はじめ氏   

開催日： 10 月 17 日（火） 14： 00-16： 10 

会場： IT コーディネータ協会（ライブストリーミング有）  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/sns1017.html?=ml369 

 

 

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

■ 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：（ AI クラウド体験） 10 月 19 日（木）  10： 00～ 17： 00 

    （ AI プロジェクト） 10 月 26 日（木）  10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会（東京）  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml369 

 

 

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

■自治体ビジネス研修「入門編」  

ゲストスピーカー：兵庫県のとある自治体と調整中です！  

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

・・・将来に漠然と危機感を抱いているあなたへ・・・  

→「悩み」「お困りごと」など、実際の現場の声を聞き知ることがで

きる  

→現職の自治体支援者ならではのノウハウの提供を受けることがで

きる  

→「ご自身の強みを活かし自治体を支援する」ことが  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/sns1017.html?=ml369
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/itcai.html?=ml369
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 今後の選択肢の一つとして実感することができる  

開催日： 10 月 20 日（金）  10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml369 

 

 

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

■支援機関連携ビジネス研修  

～支援機関に必要とされる IT コーディネータとは？～  

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

先駆者ノウハウ大公開！小規模事業者・中小企業支援と IT 利活用  

促進の要である様々な支援機関と手を組んで IT コーディネータと  

してのビジネスを確立させよう！！  

受講者の中で希望者にはセミナー講師のアシスタント候補への  

登録ができ、協会からご紹介することがございます。  

開催日： 10 月 27 日（金）  10： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml369 

 

 

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

■中小企業にとっての web マーケティングとは  

～ホームページで「週末起業」はじめませんか？～  

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

将来の「独立」に向け「 2 枚目の名刺を持ちたい」「週末起業を  

したい」「スモールビジネスから始めたい」方必見の研修です。  

ネットだけで 10000 社以上の利用者を集めたシステム開発会社が  

教える中小企業のための「ホームページ活用方法」と「 WEB マー  

ケティング」  

開催日： 10 月 24 日（火）  13： 00～ 17： 00 

会場： IT コーディネータ協会  会議室  

お申込み・詳細はこちら  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/web.html?=ml369 

 

 

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

■「業務の見える化からシステム要件定義へ」  

～ IT 経営のための要件定義と RFP 作成～  

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

上流工程における最重要工程と言われている、「要求分析」から  

「要求定義」への過程で必要な、現場からの要求と、システム化  

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/jichitai.html?=ml369
https://www.itc.or.jp/news/seminar-shienkikan.html?=ml369
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/web.html?=ml369
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に必要となる要件の引き出し方と纏め方を学び、演習では皆様の  

結果を発表することで、いろいろなアプローチがあることを学んで

いただきます。  

開催日： 10 月 25 日（水） 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/c3.html?=ml369 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■「 IT コーディネータのためのファシリテーション基礎スキル」  

～効率的に会議の目的を達成するために～  

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

日常の会議やプロジェクトを効果的に支援するために必須な  

ファシリテーションスキルに関する基礎的知識と実践力を、  

実践経験が豊富な講師が演習と解説を通じてお伝えします。  

開催日： 10 月 28 日（土） 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/d6it.html?=ml369 

※フォローアップ研修対象  

 

 

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

■Gartner Symposium/ITxpo 2017 のご案内  

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

ビジョンをアクションに変える：世界有数の CIO が集う  

Gartner Symposium/ITxpo では今日の IT とビジネスを形成する  

最新トレンドを捉えるための戦略的な視点を得ることができます。  

【参加メリット】  

●国内外のアナリストが最新の分析、事例、実践すべきプラクティ

スを提言  

●個別の課題について相談できるアナリストとの個別ミーティング  

●アナリストや参加者同士のネットワーク構築の機会  

●様々な協会等（ ITCA 含む）の教育ポイント・クレジット対象  

【会期】 2017 年 10 月 31 日（火）～ 11 月 2 日（木）  

【会場】グランドプリンスホテル新高輪  国際館パミール  

【参加料金】通常価格  187,000 円（ 1 名様・税別）  

※グループ特別割引  －  同時に 5 名様ご登録で 1 名様分無料  

イベントの詳細・参加お申込みはこちら  

https://goo.gl/9wyvq9 

 

https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/c3.html?=ml369
https://www.itc.or.jp/foritc/seminar/d6it.html?=ml369
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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。  

 

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

↓  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

9 

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

発行／編集：  IT コーディネータ協会  メルマガ担当：田口  

 

https://itca.force.com/ITCPItemSearchPage
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml369
https://www.itc.or.jp/society/activity/mail/index.html?=ml369

