
       ４月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年 ４月１７日、１８：３０～２０：３０   京橋区民館  
 

参加者  
 
  １３名  

足立さん、石川さん、川鍋さん、小板さん、櫻井さん、佐藤さん、  
清水さん、高橋さん、波形さん、眞武さん、武藤さん、吉田さん､安藤  

 
 
内 容  

 

１．総会 

  １）出席数 13 名、委任状 17 名で会員数(39 名)の過半数を占めたので、

総会は成立した。 

  ２）17 年度の活動実績･収支報告と 18 年度の活動予定を説明し、出席

者全員の賛成で可決された。 

  ３）会長から、「18 年度は当会員/希望者で診断等を行い、お金/ポイン

トを稼ぎたい」と思っているとの説明があった。これは会員からの

要望による。 

 

２．例会：「ITC プロセス・ガイドライン V1.0」（講師：足立秀夫 会員）
  １）新ＰＧＬの主な改定ポイント  
  ２）ＩＴＣの活動フェーズ：β版と V1.0 
  ３）ＩＴＣプロセス全体フロー：β版と V1.0 
  ４）フェーズごとのサービス内容と成果物例  
  ５）経営戦略策定フェーズの基本原則：β版と V1.0 
    経営戦略策定フェーズのプロセスチャート  
  ６）フェーズ共通の基本原則（V1.0）  
    ＩＴ戦略策定フェーズのプロセスチャート  
  ７）ＩＴ資源調達フェーズの基本原則（V1.0）  
    ＩＴ資源調達フェーズのプロセスチャート  
  ８）ＩＴ導入フェーズの基本原則（V1.0）  
    ＩＴ導入フェーズのプロセスチャート  
  ９）ＩＴサービス活用フェーズの基本原則（V1.0）  
    ＩＴサービス活用フェーズのプロセスチャート  
  10）プロセス＆プロジェクトマネジメントの基本原則（V1.0）  
  11）コミュニケーションの基本原則（V1.0）  

12）モニタリング＆コントロールの基本原則（V1.0）  
  13）ＣＢＫ一覧  
  
 
３．今後のテーマ /講師の予定       
    ・6/19：「ＩＳＯ２７０００ (ISMS)」（講師：田中弘一会員）  
   ・7 月以降は募集中  
 
４．4 月 22 日の新入会員説明会での説明員  
   ・川鍋会員にお願いする（補助：足立代表）  
 
 

 
次回  

 
・テーマ：「日本版ＳＯＸ法への対応」（講師：高橋邦雄会員）       

・日時：５月１５日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７  
  
 

                          作成（４／１８）：安藤一彦   



       ５月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年 ５月１５日、１８：３０～２０：３０   京橋区民館  
 

参加者  
 
  １７名  

足立さん、伊藤喜さん、川鍋さん、小板さん、櫻井さん、佐藤康さん、  
高橋さん、中島さん、沼田さん、眞武さん、宮川さん、武藤さん、  
澤田さん、角さん、佐藤浩さん、山下崇さん、安藤  

 
 
内 容  

 

１．「企業の内部統制とＩＴ」 （講師：高橋邦雄 会員）  
 
  会社法が施行されたので、名称「日本版ＳＯＸ法」は使わない。    

  １）会社法・金融商品取引法の制定、会社法に定める内部統制  
  ２）会社法施行規則に定める内部統制、内部統制の範囲  
  ３）金融商品取引法での内部統制の定め  
  ４）内部統制の概要、構成要素  
  ５）内部統制の評価範囲、重要性の評価による項目選定  
  ６）監査法人による監査の実施  
  ７）内部統制の仕組と監査の方法、内部統制報告書の監査のイメージ  
  ８）日本版ＳＯＸ法に対する取組み状況  
  ９）事業目的の達成に役立つ内部統制、日本版ＳＯＸ法のｺｽﾄ低減策  
  １０）文書化が必要な事項、三点セットの米国流からの脱却  
  １１）内部統制の評価･報告の流れと主要な作業  
  １２）業務処理フローの明確化とリスクコントロール  
  １３）業務プロセスレベルの統制評価  
  １４）ＩＴの統制  
  １５）ＩＴ全社的レベル統制、ＩＴ全般統制、ＩＴ業務処理統制  
  １６）ＩＴ部門責任者･管理者の準備作業  
 
２．今後のテーマ /講師の予定       
    ・7/18：「事業継続計画（ＢＣＰ）の策定について」  

（講師：川鍋 豪会員）  
   ・8/21：「ウイニーについて」（講師：武藤康信会員）  

・９月以降は募集中  
 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」  
    

今後、主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明

  も行いたいと思います。  
   ・行う方：講師でも、参加者でも、どちらでもＯＫです。  
   ・方法：Ａ４で１~２枚にまとめ、主テーマ後に、参加者向けに  

情報提供・説明を行う（5~10 分程度）。    
１回目として、6/19 に、ＳａａＳ (Softwear As A Service)の説明を  

行います。  

 
次回  

 
・テーマ：「平成１８年度  融資 /補助金 (経営･ＩＴ )について」  
     （情報提供：ＡＳＰに替わるＳａａＳ (Softwear As A Service)の  

出現） （講師：安藤一彦 会員）         

・日時：６月１９日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７   
 

                          作成（５／１６）：安藤一彦   



       ６月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年 ６月１９日、１８：３０～２０：３０   京橋区民館  
 

参加者  
(ﾌﾙﾈｰﾑ) 
  １１名  

足立秀夫さん、石川秀朝さん、川鍋 豪さん、窪田靖彦さん、清水英明さん、 
高橋邦雄さん、沼田邦男さん、武藤康信さん、澤田博次さん、角 利明さん、

安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「平成１８年度  融資 /補助金 (経営･ＩＴ )について」  
 （講師：安藤一彦会員）  

   
１）中小企業庁関連の主な融資･補助金一覧  

     ①モノ作り支援 ：８件 

②商業・物流支援：７件 

③ＩＴ化支援  ：７件 

④その他    ：６件 

 
  ２）都道府県･市･区 関連の主な融資･補助金一覧  
     ①東京都の融資制度 ：４件 

②東京都の助成金制度：６件 

③港区の融資制度  ：３件 

④神奈川県の融資制度：２件 

⑤横浜市の融資制度 ：３件  
 
２．情報提供：ＡＳＰに替わるＳａａＳ (Softwear As A Service)の出現   
   １）ＳａａＳ (Softwear As A Service)とは  
   ２）ＳａａＳの特長  
   ３）セールスフォース以外のＩＴベンダー  
 
３．今後のテーマ  
  ・8/21：「ウイニーについて」（講師：武藤康信会員）  

・9/19：「企業及び個人のＰＣにおける、あらゆるドキュメントの  
整理、検索、共有について」（講師：清水英明会員）  

・１０月以降は募集中  
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

今後、主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明

  も行いたいと思います。  
   ・行う方：講師でも、参加者でも、どちらでもＯＫです。  
   ・方法：Ａ４で１~２枚にまとめ、主テーマ後に、参加者向けに  

情報提供・説明を行う（5~10 分程度）。    
 

５．東京支部で懇話会･研究会の成果発表あり（11 月 15 日）  
   当懇話会でも参加したいので、今まで発表してきたテーマ等で  
  発表を申込む方はいませんか。  
 

 
次回  

 
・テーマ：「事業継続計画（ＢＣＰ）の策定について」  
                    （講師：川鍋 豪 会員）   

・日時：７月１８日（火）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７   
 

                          作成（６／２０）：安藤一彦   



       ７月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年 ７月１８日、１８：３０～２０：３０   京橋区民館  
 

参加者  
(ﾌﾙﾈｰﾑ) 
   ９名  

足立秀夫さん、伊藤喜和夫さん、石川秀朝さん、川鍋 豪さん、  
田中弘一さん、中島賢二さん、町田行雄さん、吉田 武さん、  
通堂重則さん  

 
 
内 容  

 

１．「事業継続計画（ＢＣＰ）の策定についてについて」  
― 企業のリスク管理実践策 ―  （講師：川鍋 豪会員）  

   
１）企業の暴走と規制、リスク管理の重要性  

      ①諸リスクと対策の取組み  
      ②三位一体経営へ戦略的ＩＴ活用が不可欠  
      ③情報セキュリティを取り巻く時代の変化  
      ④最近のマルウエア (広義ウイルス )の悪質化  
   ２）情報セキュリティ対応  

①政府全体の取組み  
      ②情報セキュリティ対策の全体像 (経産省 ) 
      ③情報セキュリティ・ガバナンス (企業 ) 
   ３）事業継続計画（ＢＣＰ）  

①策定の必要性  
②策定ガイドライン 

③緊急対応手順 

④プロセス 

⑤企業における策定の動向 

⑥内外の動向、その他の動向、関連ツール･システム等 

⑦ＢＣＰ策定運用指針 

⑧運用状況の自己診断  
      ⑨ＢＣＰ策定の要点  

⑩ＢＣＰの必要性と有効性  
 
２．今後のテーマ  
  ・9/19：「企業及び個人のＰＣにおける、あらゆるドキュメントの  

整理、検索、共有について」（講師：清水英明会員）  
・10/16：「中小企業へのシステム導入の事例」 (講師 :武藤康信会員 ) 
・１１月以降は募集中  

 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

今後、主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明

  も行いたいと思います。  
   ・行う方：講師でも、参加者でも、どちらでもＯＫです。  
   ・方法：Ａ４で１~２枚にまとめ、主テーマ後に、参加者向けに  

情報提供・説明を行う（5~10 分程度）。    
 

４．東京支部で懇話会･研究会の成果発表あり（11 月 15 日）  
   当懇話会でも参加したいので、今まで発表してきたテーマ等で  
  発表を申込む方はいませんか。  
 

次回  ・テーマ：「ウイニーについて」      （講師：武藤康信会員）   

・日時：８月２１日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７   

                          作成（７／２２）：安藤一彦   



       ８月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年 ８月２１日、１８：３０～２０：３０   京橋区民館  
 

参加者  
 
  １１名  

足立秀夫さん、川鍋 豪さん、佐藤康生さん、清水英明さん、高橋邦雄さん、
田中憲之さん、眞武清志さん、武藤康信さん、山下 義さん、吉田 武さん、
安藤一彦  

 
 
内 容  

 
１．「ウイニーについて」        （講師：武藤康信会員）  
   

１）ウイニーとは  
２）Ｗｉｎｎｙによる情報漏えい事故  
３）官房長官記者発表  
４）ウイニーとは・・その２  
５）ウイニーの仕組み  
６）Ｗｉｎｎｙ経由の情報流出が止まらない、その原因  
７）Ｗｉｎｎｙによる情報漏えいを防止するためには  
   ①管理的対策のポイント 

  ・ファイル交換ソフトの使用条件を定めておく 
  ・私有パソコンの利用条件を定めておく 
  ・個人情報や機密情報等の外部への持ち出しのルール化 
  ・職場におけるクライアントパソコンのウイルス対策 
  ・職員へウイルス対策の重要性を再認識させる 
②技術的対策のポイント 
  ・重要情報はアクセス制限を設ける 
  ・常用名情報はコピー制限を設ける 
  ・重要な情報は暗号化しておく 
  ・ＵＳＢメモリ、ＣＤＲ，ＦＤの利用制限を設ける  

８）Ｗｉｎｎｙ事件  
 
 

２．＋αの情報提供  
「セブンイレブンの第 6 次システム」の概要  

 
３．今後のテーマ  

・10/16：「中小企業へのシステム導入の事例」 (講師 :武藤康信会員 ) 
・11/20：「中小企業における外部 CIO 機能事例調査報告書の  

概説とコメント」（講師：佐藤康生会員）  
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

今後、主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明 
  も行いたいと思います。  
   ・行う方：講師でも、参加者でも、どちらでもＯＫです。  
   ・方法：Ａ４で１~２枚にまとめ、主テーマ後に、参加者向けに  

情報提供・説明を行う（5~10 分程度）。    
 
 

次回  ・テーマ：「企業及び個人のＰＣにおける、あらゆるドキュメントの  
整理、検索、共有について」  （講師：清水英明会員）  

・日時：９月１９日（火）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７   

                          作成（８／２２）：安藤一彦   



       ９月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年 ９月１９日、１８：３０～２０：３０   京橋区民館  
 

参加者  
 
  ７名  

足立秀夫さん、清水英明さん、櫻井勲さん、佐藤康生さん、高橋邦雄さん、
田中弘一さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 
１．「企業および個人のパソコンにおける、あらゆるドキュメントの  

整理・編集・検索・共有について」   （講師：清水英明会員） 
   

１）ペーパー保存の問題点  
２）何故、パソコンに取り組まないのか  
３）パソコンに取り込み、加工、検索するソフトは  
４）ＤocuＷorks とＰaper Ｐort の比較  
５）Ｐaper Ｐort 最新版でできること  
   ・資料の取り込みと利用方法  
   ・全文検索（準備作業と検索方法）  
６）バックアップソフトを使った簡単なバックアップ方法  
７）名の売れたバックアップソフト  
８）ｅ－文書法とは  
 
 

２．今後のテーマ  
・11/20：「中小企業における外部 CIO 機能事例調査報告書の  

概説とコメント」（講師：佐藤康生会員）  
   ・12/18：「懇親会」  
 
 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

今後、主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明 
  も行いたいと思います。  
   ・行う方：講師でも、参加者でも、どちらでもＯＫです。  
   ・方法：Ａ４で１~２枚にまとめ、主テーマ後に、参加者向けに  

情報提供・説明を行う（5~10 分程度）。    
 
 

 
次回  

 
・テーマ：「中小企業へのシステム導入の事例について」  

  （講師：武藤康信会員）   
・日時：１０月１６日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７   
 
 

                          作成（９／２１）：安藤一彦   



       １０月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年１０月１６日、１８：３０～２０：３０   京橋区民館  
 

参加者  
 
  １１名  

足立秀夫さん、石川秀朝さん、川鍋 豪さん、形岡暁生さん、清水英明さん、
高橋邦雄さん、田中弘一さん、武藤康信さん、吉田 武さん、  
澤田博次さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 
１．「中小企業のシステム導入の事例について」 （講師：武藤康信会員） 
   

１）ＩＴＣプロセス  
２）フェーズ毎のプロセスチャート  
３）事例１：金属加工業  
      ・ＩＴＣプロセスによりシステム導入が成功した企業  
４）事例２：食品機械製造業  
      ・経営改善・改革を進めるための支援をしている企業  
５）事例３：自動車部分品製造業  
      ・経営改善・改革を進めるための支援をしている企業  
６）事例４：精密電子部品製造業  
      ・システム構築に対して支援した企業  
７）事例５：印刷業  
      ・経営改善・改革を進めるための支援をしている企業  
８）まとめ  
 
 

２．今後のテーマ  
 
   ・12/18：「懇親会」  
   ・  1/15：テーマ /講師を募集中  
 
 
３．知識ポイント  
   １８年度も、残り５ヶ月のため、知識ポイント（目安１０点）を  
   取ることを考える時期に来ています。  
 
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

今後、主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明 
  も行いたいと思います。  
   ・行う方：講師でも、参加者でも、どちらでもＯＫです。  
   ・方法：Ａ４で１~２枚にまとめ、主テーマ後に、参加者向けに  

情報提供・説明を行う（5~10 分程度）。    
 
 

 
次回  

 
・テーマ：「中小企業における外部 CIO 機能事例調査報告書の概説と  

コメントについて」  
  （講師：佐藤康生会員）   

・日時：１１月２０日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７   

                          作成（１０／１９）：安藤一彦   



       １１月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年１１月２０日、１８：３０～２０：３０   京橋区民館  
 

参加者  
 
  ７名  

足立秀夫さん、佐藤康生さん、川鍋 豪さん、櫻井勲さん、田中弘一さん、
宮川政義さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 
１．「中小企業における外部 CIO 機能事例調査報告書の概説とコメント」 

（講師：佐藤康生会員）  
 
  １）対象企業・調査者・支援 ITC の一覧表  

２）東成エレクトロビーム㈱  
   企業概要、事業内容、事業の特徴、IT 化の推移と状況･課題  
   ITC との関わり、IT 化活動、成果と評価、ITC 評価 (外部 CIO 

機能 )、コメント  
３）ドレミ薬品  
４）北光金属㈱  
５）㈱横山製作所  
６）ヨシザワ㈱  
７）㈱木村電子工業  
８）㈱日進電装  
９）コメント  
   ・経営者が ITC にもとめるもの  
   ・外部 CIO 機能としての ITC の要件  
   ・ITC としての取組みの評価  
   ・調査に関して  
 
 

２．今後のテーマ  
   ・1/15：テーマ /講師の募集中（11/30 までに安藤へ）  
   ・2/19：テーマ /講師の募集中  
 
 
３．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

今後、主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明 
  も行いたいと思います。  
   ・行う方：講師でも、参加者でも、どちらでもＯＫです。  
   ・方法：Ａ４で１~２枚にまとめ、主テーマ後に、参加者向けに  

情報提供・説明を行う（5~10 分程度）。    
 
 

 
次回  

 
・テーマ：「反省会＆忘年会」                     
・日時：１２月１８日（月）、１８：３０～  
・場所：うおや一丁、銀座店、銀座 1-2-3、首都高速道路下･中央通り側 2F

                          作成（１１／２１）：安藤一彦   



       １２月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１８年１２月１８日、１８：３０～２０：３０   銀座うおや一丁  
 

参加者  
 
  １０名  

足立秀夫さん、石川秀朝さん、川鍋 豪さん、形岡暁生さん、佐藤康生さん、
高橋邦雄さん、田中弘一さん、宮川政義さん、武藤康信さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 
１．「１８年の反省会＆忘年会の実施」  
   

 
 

２．今後のテーマ  
 
   ・2/19：「新連携支援における IT 関連案件の特徴」（長戸美樹会員）
   ・3/19：「テーマ名検討中」（吉田 武会員）  
   ・4/16：「経営戦略の事例」（武藤康信会員）  
 
 
３．知識ポイント  
   １８年度も、残り３ヶ月のため、知識ポイント（目安１０点）を  
   取ることを考える時期に来ています。  
 
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

今後、主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明 
  も行いたいと思います。  
   ・行う方：講師でも、参加者でも、どちらでもＯＫです。  
   ・方法：Ａ４で１~２枚にまとめ、主テーマ後に、参加者向けに  

情報提供・説明を行う（5~10 分程度）。    
 
 

 
次回  

 
・テーマ：「Ｗｅｂ・ＩＴの利用と関係する法律について」  

  （講師：安藤一彦会員）   
・日時：１月１５日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７   

                          作成（１２／１９）：安藤一彦   



       １月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１９年 １月１５日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  
 

参加者  
 
  １３名  

足立秀夫さん、川鍋 豪さん、形岡暁生さん、窪田靖彦さん、櫻井 勲さん、
清水英明さん、田中弘一さん、長戸美樹さん、眞武清志さん、武藤康信さん、
吉田 武さん、通堂重則さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 
１．「Ｗｅｂ・ＩＴの利用に関係する法律について」（安藤一彦会員）  
   

 １）電子メールに関する法律  
   ２）ホームページに関する法律  
   ３）プロバイダーの運営に関する法律  
   ４）ソフトウエアの利用に関する法律  
   ５）ネット取引に関する法律   
   ６）ネットショップ運営に必要な法律  
   ７）今回のまとめ      

 
２．今後のテーマ  
    
   ・3/19：「ネットショップのシステムと周辺事情」（吉田 武会員）  
   ・4/16：「経営戦略の事例」（武藤康信会員）  
   ・5/21：募集中  
 
３．東京支部・新入会員説明会での説明員の募集  
 
   4 月 21 日 (土 )、13:00 から東京支部・新入会員説明会が開催され、  
  そこで懇話会「診断士ＩＴＣクラブ」の説明と勧誘を予定しています。
  当日対応していただけます説明員を 1 名以上募集しています。  
 
４．知識ポイント  
   １８年度も、残り２ヶ月のため、知識ポイント（目安１０点）を  
   取ることを考える時期に来ています。  
 
 
５．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

今後、主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明 
  も行いたいと思います。  
   ・行う方：講師でも、参加者でも、どちらでもＯＫです。  
   ・方法：Ａ４で１~２枚にまとめ、主テーマ後に、参加者向けに  

情報提供・説明を行う（5~10 分程度）。    
 
 

 
次回  

 
・テーマ：「新連携支援における IT 関連案件の特徴」  

  （講師：長戸美樹会員）   
・日時：２月１９日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７   

                          作成（１／１７）：安藤一彦   



       ２月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１９年 ２月１９日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  
 

参加者  
 
  １４名  

足立秀夫さん、長戸美樹さん、川鍋 豪さん、形岡暁生さん、窪田靖彦さん、
櫻井 勲さん、清水英明さん、田中憲之さん、田中弘一さん、武藤康信さん、
吉田 武さん、通堂重則さん、沼田邦男さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 
１．「新連携支援における IT 関連案件の特徴について」  

（基盤整備機構 新連携推進課 山我英一氏）  
（新連携サブマネージャー 長戸美樹会員）  

   
 １）新連携制度の説明  
    ①パンフ「チャレンジ心連携」  
    ②ＰＰ「異分野連携新事業活動支援」  
 ２）新連携計画相談事業  
    ①新事業活動の内容 
      ・新規性があるか、どのような連携体か 

②市場のニーズ 
  ・不足、不満など、「不」がつく内容の解決 
③市場の規模 
  ・大企業が参入するには小さな市場（例えば、100 億円以下） 
  ・ニッチ市場 
④競合する事業者、事業分野との比較・相違点 
⑤需要の開拓の規模 
  ・自社が販売できる額、開拓方法など  

    ⑥事例  
      ・RFID を利用したﾄﾙｿｰｼｽﾃﾑの開発製造販売 (ﾏｲｸﾛﾄｰｸｼｽﾃﾑｽﾞ) 
      ・次世代 PACS の開発および事業化 (ViewSend) 
 ３）「集中と選択」の時代から「集中と連携」の時代へ  

 
２．今後のテーマ    
   ・4/16：「経営戦略の事例」（武藤康信会員）  
   ・5/21：募集中  
 
３．東京支部・新入会員説明会  
   ・4 月 21 日 (土 )、13:00 からフォーラム８で開催  
   ・説明員：吉田さんと安藤  
 
４．本年度も、参加ゼロの方に対して、「継続意思の確認」を行いたいと思

います（２月中～下旬）。  
 
５．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

今後、主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明 
  も行いたいと思います。  
   ・行う方：講師でも、参加者でも、どちらでもＯＫです。  
   ・方法：Ａ４で１~２枚にまとめ、主テーマ後に、参加者向けに  

情報提供・説明を行う（5~10 分程度）。    
次回  ・テーマ：「ネットショップのシステムと周辺事情について」  

  （講師：吉田 武会員）   
・日時：３月１９日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７   

                          作成（２／２０）：安藤一彦   



       ３月度「診断士ＩＴＣクラブ」懇話会の報告  
                         http://www.shindan-itc.org/ 
日時／場所  
 

Ｈ１９年 ３月１９日、１８：３０～２０：３０    京橋区民館  
 

参加者  
 
  １２名  

足立秀夫さん、吉田 武さん、長戸美樹さん、川鍋 豪さん、窪田靖彦さん、

櫻井 勲さん、清水英明さん、田中憲之さん、沼田邦男さん、小谷泰三さん、

神谷宏泰さん、安藤一彦  

 
 
内 容  

 

１．「ネットショップとその周辺事情について」  
（講師：吉田 武会員）  

  １）Ｓ社 ネットショップの事例  
   ・ネットショップへの取組み  
   ・ネットショップの機能関連図  
   ・成果・結果と評価・反省  
２）ネットショップと実店舗との比較  
   ・ネットショップと実店舗の比較  
   ・マーケティングの視点から  
   ・ネットショップの形式と課題  
３）アクセスアップ対策  
   ・AIDMA から AISAS へ  
   ・集客 アクセス数ＵＰ  
４）アクセス解析  
５）アクセシビリティ  
６）顧客管理  
７）Ｗｅｂ2.0 的アプローチ  
   ・新たなデジタルデバイド  
   ・Ｗｅｂ2.0 とネットショップへの応用  
８）留意点  
 
 

２．今後のテーマ    
   ・5/21：募集中  
   ・6 月以降のテーマは総会等で検討する。  
 
３．東京支部・新入会員説明会  
   ・4 月 21 日 (土 )、13:00 からフォーラム８で開催  
   ・説明員：吉田さんと安藤  
 
４．今までの例会に比べて、「＋αを！」    

今後、主テーマ以外に、「ＩＴ等」に関する最新情報等の提供・説明

  も行いたいと思います。  
   ・行う方：講師でも、参加者でも、どちらでもＯＫです。  
   ・方法：Ａ４で１~２枚にまとめ、主テーマ後に、参加者向けに  

情報提供・説明を行う（5~10 分程度）。    

 
次回  

 
・「総会」および例会「経営戦略の事例について」（講師：武藤康信会員）  

・日時：４月１６日（月）、１８：３０～  
・場所：京橋区民館 中央区京橋２－６－７   

                          作成（３／２０）：安藤一彦   




