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**********************************************************************
ぎふＩＴ・ものづくり協議会が提供する無料の電子情報誌
ニューズレター 第３９５号（２０１３年度 第１５号）
２０１３年１０月１８日(金)発行
＜今号の配信数 ９８９件＞
**********************************************************************
========================◆ニューズレター 目次◆=======================
●ソフトピアジャパンからのお知らせ（4件）
・【研修】ソフトピアジャパンIT研修受講者募集のご案内 ≪助成対象≫
・【セミナー】関商工会議所・ソフトピアジャパン連携 IT経営セミナー
「SNSを活用したリピーター獲得、囲い込み術」を開催！
・【セミナー】美濃商工会議所・ソフトピアジャパン連携 IT利活用セミ
ナー「YouTubeビジネス活用セミナー」を開催！
・【セミナー】岐阜イノベーションセンター・
公益財団法人ソフトピアジャパン連携
次世代IT活用セミナー
〜企業が活力を生み出すためのワークスタイル改革〜 [再掲］
●テクノプラザからのお知らせ（2件）
・【セミナー】テクノプラザCADセミナーのご案内 ≪助成対象≫
・【研修】航空機産業『一貫生産能力養成塾』受講者募集
●その他のお知らせ（2件）
・【お知らせ】岐阜県情報技術研究所 三次元造形機供用開始のご案内
・【セミナー】中部経済産業局・東海総合通信局から中部IT融合セミナー
開催のお知らせ
〜医療・介護・健康領域へのITからのアプローチ〜
**********************************************************************
●ソフトピアジャパンからのお知らせ（4件）
**********************************************************************
□■□━━━━━━━━━━━[ぎふＩＴ・ものづくり協議会助成対象研修]━
■□
【研修】ソフトピアジャパンIT研修受講者募集のご案内
□
http://www.softopia.or.jp/training/indexh25/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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ユーザー向き研修
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
◇◆デザイン◆◇
● イラストレーター ステップアップ編
【開催日時】平成25年11月28日（木）〜29日（金）各日10:00〜16:45
【受 講 料】15,000円 （教材費、消費税含む）
【申込締切】平成25年11月12日（火）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
エンジニア向き研修
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
◇◆Webサイト制作◆◇
● Web技術者のためのセキュリティ
【開催日時】平成25年11月13日（水）〜14日（木）各日10:00〜16:45
【受 講 料】25,000円 （教材費、消費税含む）
【申込締切】平成25年10月25日（金）
◇◆スマートフォン◆◇
● Androidアプリケーション開発 基礎編
【開催日時】平成25年10月31日（木）〜11月1日（金）
各日10:00〜16:45
【受 講 料】18,000円 （教材費、消費税含む）
【申込締切】平成25年10月22日（火）
● iPhoneアプリケーション開発 UIデザイン入門編
【開催日時】平成25年11月22日（金）10:00〜16:45
【受 講 料】10,000円 （教材費、消費税含む）
【申込締切】平成25年11月 6日（水）
● Androidアプリケーション開発 応用編
【開催日時】平成25年12月 5日（木）〜 6日（金）各日10:00〜16:45
【受 講 料】18,000円 （教材費、消費税含む）
【申込締切】平成25年11月19日（火）
● iPhoneアプリケーション開発 実践編
【開催日時】平成25年12月12日（木）〜13日（金）各日10:00〜16:45
【受 講 料】18,000円 （教材費、消費税含む）
【申込締切】平成25年11月26日（火）
● Study Time
【開催日時】11月 5日、12日、19日（火）各日18:00〜21:00
12月 3日、10日、17日（火）各日18:00〜21:00
※連続の講座ではありません。
お好きな日時にご参加いただけます。
【受 講 料】無料
【内
容】スマートフォン等のアプリ開発、デザインについて
サポート・アドバイスを行います。
週によりサポート体制が異なりますので、
詳細は、HPでご確認ください。
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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○‑‑‑‑・‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑・‑‑‑‑○
※研修の詳細については、以下の問合せ先までご連絡ください。
【問い合せ先】（公財）ソフトピアジャパン 事業連携課 事業連携担当
〒503‑8569 岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地7
TEL：0584‑77‑1166 FAX:0584‑77‑1107
E‑mail：training@softopia.or.jp
○‑‑‑‑・‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑・‑‑‑‑○
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□
関商工会議所・ソフトピアジャパン連携 IT経営セミナー
□
「SNSを活用したリピーター獲得、囲い込み術」を開催！
http://ouentai.softopia.or.jp/?p=2390
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
様々なSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の特性や最新情報
を紹介し、インターネットマーケティングにおけるSNSの位置付けや、新規顧
客開拓、リピーター獲得について解説します。
SNSを経営に活用したい中小企業の皆様のご参加をお待ちしております。
【日
【場
【内

時】平成25年11月27日（水）13:30〜16:00
所】関商工会議所
容】講師:茂木 邦基（公益財団法人ソフトピアジャパン 企業支援課長）
(1)インターネットマーケティングの中のSNS
(2)様々なSNSの特性と活用方法
(3)ホームページのSEOとは異なる！SNSまでの導線
(4)SNSを活用したリピーター獲得、囲い込み戦略
※後日、希望者に対し、個別訪問による支援を実施いたします。
【受講料】無料
【定 員】50名（先着順・定員になり次第締め切ります）
【申込先】事業所名、所在地、氏名、電話番号、FAX番号、E‑mailアドレスを
明記の上、下記まで、ご連絡下さい。
関商工会議所 FAX：0575‑24‑6102
なお、下記URLからも、お申し込みできます。
http://ouentai.softopia.or.jp/?p=2390
【問い合せ先】関商工会議所（担当：兼村）
TEL：0575‑22‑2266
または
公益財団法人ソフトピアジャパン 企業支援課
企業支援担当（担当：難波田(なにわだ)）
TEL：0584‑77‑1177 E‑mail：itad@softopia.or.jp
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□
美濃商工会議所・ソフトピアジャパン連携 IT利活用セミナー
□
「YouTubeビジネス活用セミナー」を開催！
http://ouentai.softopia.or.jp/?p=2386
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
動画をビジネスに有効に活用する手法を紹介した上で、撮影から編集までの
テクニックを解説します。
これから自社で動画を作成しようと検討している、または動画をもっと経営
活用したい中小企業の皆様のご参加をお待ちしております。
【日
【場
【内

時】平成25年11月22日（金）13:30〜16:30
所】みの観光ホテル
容】講師：遠藤 久志 氏（くおん経営 代表）
岩田 拓朗 氏（株式会社ジフロ 代表取締役）
茂木 邦基（公益財団法人ソフトピアジャパン 企業支援課長）
(1)YouTubeをビジネスに活用する
(2)YouTubeに画像を取り込むまでのテクニック
(3)撮影のコツ、YouTubeへの動画の取り込み、編集テクニック
※後日、希望者に対し、個別訪問による支援を実施いたします。
【受講料】無料
【定 員】30名（先着順・定員になり次第締め切ります）
【申込先】事業所名、所在地、氏名、電話番号、FAX番号、E‑mailアドレスを
明記の上、下記まで、ご連絡下さい。
美濃商工会議所 FAX：0575‑33‑3183
なお、下記URLからも、お申し込みできます。
http://ouentai.softopia.or.jp/?p=2386
【問い合せ先】美濃商工会議所（担当：九野）
TEL：0575‑33‑2168
または
公益財団法人ソフトピアジャパン 企業支援課
企業支援担当（担当：難波田(なにわだ)）
TEL：0584‑77‑1177 E‑mail：itad@softopia.or.jp
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━［再掲］━━
■□ 岐阜イノベーションセンター・公益財団法人ソフトピアジャパン連携
□
【参加者募集】次世代IT活用セミナー
〜 企業が活力を生み出すためのワークスタイル改革 〜
http://tr.pasonatech.co.jp/gifuit1029
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
岐阜イノベーションセンター（情報科学芸術大学院大学：IAMAS）と公益財
団法人ソフトピアジャパンでは、ＩＴ産業、製造業などの県内企業の発展やイ
ノベーション創出のため、様々なセミナーを開催しています。
今回は、企業が活力を生み出すためのワークスタイル改革をテーマに、ＩＴ
の最新動向とその課題にスポットを当てたセミナーとなります。
多数のご参加をお待ちしております。
【日

時】平成25年10月29日（火）13時30分〜16時45分

【場

所】ソフトピアジャパン

http://gifu‑itmonodukuri.jp

センタービル１F

セミナーホール
2020‑01‑18 00:23:56 / Page 4

（大垣市加賀野4丁目1番地7）
【プログラム】
■セッション1（13:30〜14:30）
「デバイス＆サービス時代における次世代のパーソナルコンピューティング」
日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 最高技術責任者 加治佐 俊一 氏
ビジネスの中でＩＴが使われ始めてから、その用途、そして扱うデータの種
類、大きさは時代と共に大きく変化してきました。
クラウドという膨大のコンピューティングパワー、ストレージが使用可能と
なり、ビジネスにおけるITの可能性も大きく広がってきています。これまでの
ＩＴの変遷、今後のＩＴの動向とその可能性について紹介いたします。
■セッション2（14:30〜15:30）
「Windows XP とセキュリティの課題とその対策」
日本マイクロソフト株式会社 技術統括室 本部長 田丸 健三郎 氏
これまでセキュリティとはいかに侵入を防ぐかという視点を中心に対策が取
られてきました。個人を含む組織の大小に関わらず、必ず侵入されることを前
提に対策を取ることが重要になってきています。
そのため、ネットワーク、OS、アプリケーション、それぞれレイヤーにおい
て侵入されない、また侵入された際の対策を同時に考えなくてはなりません。
情報の保護、セキュリティの視点から、Windows XPと最新のOSの違い、そして
運用をどのように計画していかなくてはならないのかについて紹介します。
■セッション3（15:45〜16:45）
「クラウドサービスが実現するビジネス・ワークスタイル事例紹介」
株式会社パソナテック 代表取締役会長
森本 宏一 氏
モバイルデバイスとクラウドサービスを活用していつでもどこでも業務を行
えるようにし、ワークスタイル変革を行うことに注目が集まる中、弊社では、
「グローバル営業力強化」「女性労働者支援強化」「社員間コミュニケーショ
ン基盤整備による業務効率向上」をIT分野での目標に掲げ、最新のマイクロソ
フトテクノロジーを採用したワークスタイル変革を目指しています。導入事例
として解決すべき課題や実際の活用方法などをご紹介します。また、わが国に
おいても、新たなワークスタイルのひとつとして広がりを見せつつある「クラ
ウドソーシング」について、その導入にあたっての課題や活用策についてご紹
介いたします。
【対

象】

次世代のITの可能性やセキュリティ対策についてご興味がある企
業様、在宅就業などワークスタイルの変革にご興味のある企業様
（個人の方でも参加可能です）
【参加費】 無料
【お申込】 １）下記URLからお申込ください
http://tr.pasonatech.co.jp/gifuit1029
２）下記のチラシをダウンロードの上、FAXでのお申込も可能です
http://gifuglobal.sub.jp/2013seminar/2013next‑it.pdf

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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【問い合せ】株式会社パソナテック ソーシャルソリューション事業部
中部ソーシャルソリューショングループ 担当：天野、大池
住所 岐阜市金町8‑1フロンティア丸杉ビル
TEL 058‑212‑3080（受付時間帯：平日9時〜17時半）
E‑mail ssc@cs.pasonatech.co.jp
**********************************************************************
●テクノプラザからのお知らせ（2件）
**********************************************************************
□■□━━━━━━━━━━［ぎふＩＴ・ものづくり協議会助成対象研修］━
■□
【セミナー】テクノプラザCADセミナーのご案内
□
http://www.vrtc.co.jp/tp‑cad/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
/// Access2010〜操作習得編〜 ///
【開催日】11月14日(木)・15日(金) 2日 10：00〜17：00
【学習目標】Excel等で顧客や売上情報などの管理をしている方を対象にデー
タベースソフトであるAccessを利用した効率的なデータ管理方法
を学習します。「売上管理」をテーマに、データベースの仕組み
や、データの格納方法、データの抽出や集計方法、入力画面の作
成、各種報告書や宛名ラベルの印刷方法など演習を通じて学習し
ます。
1.Accessの基礎知識
2.データベースの設計と作成
・データを設計する ・ファイルを新規に作成する
3.テーブルの作成
・テーブルの概要 ・各種マスター、売上テーブルの作成
4.リレーションシップの作成
5.クエリの作成(1)
・クエリの概要 ・得意先電話帳を作成する
・得意先マスターを作成する ・売上データを作成する
6.フォームの作成
・フォームの概要 ・マスター入力画面の作成
・売上データ入力画面の作成
7.クエリの作成(2)
・得意先、売上データを抽出する ・売上データを集計する
8.レポートの作成
・レポートの概要 ・商品マスター、得意先マスターを印刷
する ・宛名ラベルを作成する
9.ピボットテーブルとピボットグラフの作成
10.便利な機能
・オブジェクトの依存関係を確認する
・データベーステンプレートを利用する
【受講料】

35,700円 /（岐阜県受講料減免後）
（各務原市受講料減免後)

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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16,800円
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‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
/// CATIA V5 基礎 ///
【開催日】11月28日(木)・29日(金)・12月3日(火) 3日 10：00〜17：00
【学習目標】自動車、航空機業界で広く利用されている「CATIA V5」のユー
ザーインタフェイスを理解してソリッドパーツ作成の基本操作を
習得します。
1.ユーザーインタフェイス
2.スケッチャー
3.パーツ作成
【受講料】

107,100円

/（岐阜県受講料減免後） 71,400円
（各務原市受講料減免後) 48,400円
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
/// Excel2010〜VBA基礎〜 ///
【開催日】 12月6日(金) 1日 10：00〜17：00
【学習目標】ExcelのVBA（Visual Basic for Applications）の基礎知識を学
習します。また、VBAの基本的な文法や制御構造を理解します。
1.VBAの基礎知識
・VBAの概要
・Visual Basic Editorの基本操作
2.モジュールとプロシージャ
・モジュールの概要
・プロシージャの概要
・プロシージャの構成要素
・プロシージャの作成
3.変数と制御構造
・変数の概要
・制御構造と演算子
・条件の分岐（If〜Then）（Select〜Case）
・処理の繰り返し（For〜Next）（Do〜Loop）
4.デバッグ
・デバッグ手法
【受講料】

19,200円 /（岐阜県受講料減免後） 12,800円
（各務原市受講料減免後） 8,800円
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
詳しくはＷＥＢで！
http://www.vrtc.co.jp/tp‑cad/
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
◆◆施設利用できます◆◆
各種CAD、CAEソフト等、当館の施設利用が出来ます。
詳しくは↓ホームページ↓をご確認の上、是非ご利用ください。
http://www.vrtc.co.jp/tp‑cad/
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‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
【問い合せ先】
〒509‑0109 岐阜県各務原市テクノプラザ1丁目1番地
株式会社ブイ・アール・テクノセンター
テクノプラザCADセミナー 研修・運営業務担当 大前、櫻井
TEL:058‑379‑6370 または 058‑379‑2281
E‑mail：tp‑cad@vrtc.co.jp
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□
【研修】航空機産業『一貫生産能力養成塾』
□
受講者募集のご案内
http://www.vrtc.co.jp/seizo/seizo.html#ikkan
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
航空機関連産業に従事している生産技術者、製造技能者を主な対象とした
『一貫生産能力養成塾』の受講者を募集しています。
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
【概要】
航空機業界は「ノコギリ型」と言われる調達・生産体制から『多工程
一括発注』と呼ぶ方法に移行しようとしています。
この『多工程一括発注』に対応するために必要になる生産技術や製造
工程でのノウハウをお伝えします。
【日程】

平成２５年１２月１３日（金）〜平成２６年２月１４日（金）
（毎週金曜日と土曜日に開催）

【募集定員】２０名
（航空機関連をはじめとして広く応募を受け付けます）
【受講料】

無料

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
【お申込み・詳細】
http://www.vrtc.co.jp/seizo/seizo.html#ikkan
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
【問い合せ】株式会社ブイ・アール・テクノセンター
川合、松崎
TEL:058‑379‑2281 FAX:058‑379‑2282
E‑mail:seizo@vrtc.co.jp
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
**********************************************************************
●その他のお知らせ（2件）
**********************************************************************
http://gifu‑itmonodukuri.jp

2020‑01‑18 00:23:56 / Page 8

□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□
【お知らせ】 岐阜県情報技術研究所
□
三次元造形機供用開始のご案内
http://www.imit.rd.pref.gifu.lg.jp/jka.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
公益財団法人ＪＫＡ（http://ringring‑keirin.jp/）の補助を受けて
新規に導入した三次元造形機を開放機器としてご利用いただけるように
なりました。
下記のページの「ご利用の流れ、注意事項」をご覧の上、情報技術研究所
（TEL:058‑379‑3300）までご連絡ください。
《三次元造形機使用料》
○三次元造形機（0.254mmピッチ積層）
○三次元造形機（0.127mmピッチ積層）
○三次元造形機用データ作成機
○三次元造形機用超音波洗浄機

2,630［円／時間］（材料費込み）
1,360［円／時間］（材料費込み）
180［円／時間］
320［円／時間］

【詳細】＜岐阜県情報技術研究所 三次元造形機＞
http://www.imit.rd.pref.gifu.lg.jp/jka.html

【問い合せ先】岐阜県情報技術研究所(担当：久冨、平湯、山田、田畑)
（各務原市テクノプラザ1‑21）
TEL:058‑379‑3300
E‑mail:info@imit.rd.pref.gifu.jp
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 【セミナー】中部経済産業局・東海総合通信局から
□
中部IT融合セミナー開催のお知らせ
〜医療・介護・健康領域へのITからのアプローチ〜
http://www.chubu.meti.go.jp/technology̲jyoho
/download/20131115ityugo‑seminaer1006.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
ITの利活用による社会ソリューションの提供、既存産業とITの融合による競
争力強化、新事業・新産業の創出を目指し、今回はヘルスケア分野に焦点を当
て、新技術・ビッグデータ解析技術を組み合わせることによる、健康増進・管
理、疾病予防や医療現場のサポート、必要な時に効果的・効率的な医療・介護
や、生活支援サービスを安心して受けられる仕組みなど、医療・介護・健康領
域での先進的なソーシャルソリューションをご紹介します。
（第1回：キックオフセミナー・第2回：次世代モビリティ（満員御礼））
【日
【会
【主
【定
【講

時】平成25年11月15日（金） 14:00〜17:30
場】ウィンクあいち 902会議室
催】経済産業省中部経済産業局、総務省東海総合通信局
員】150名（入場無料）
師】岐阜大学
紀ノ定 保臣 氏
デジタルセンセーション株式会社
坂根
裕 氏
日本アイ・ビー・エム株式会社
鈴木 英夫 氏

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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富士通株式会社
株式会社日立製作所

木戸 利治
宇賀神 敦

氏
氏

【詳 細】詳細は以下のURLでご確認ください。
http://www.chubu.meti.go.jp/technology̲jyoho
/download/20131115ityugo‑seminaer1006.pdf
【お申込み】申し込みフォームはこちら
https://mm‑enquete.meti.go.jp/form/fm/chubu01/2013̲it̲seminar

========================◆次号原稿の締切◆============================
■次回第３９６号は、１１月１日(金)発行の予定です。
原稿掲載希望の方は１０月２８日(月)までに下記ホームページから、又は下
記アドレスにメールでお送りください。
なお、企業からの情報提供は、ぎふＩＴ・ものづくり協議会会員企業に限ら
せていただいております。
URL：http://gifu‑itmonodukuri.jp/modules/inquirysp3/
E‑mail：info@gifu‑itmonodukuri.jp
===========================◆お知らせ◆===============================
■ニューズレターの購読中止、アドレスの変更は、現在の登録メールアドレス
登録名をお書きになって、下記までメールをお寄せください。
E‑mail：info@gifu‑itmonodukuri.jp
======================================================================
■編集・発行：ぎふＩＴ・ものづくり協議会／担当：末松、坂上
〒503‑8569 大垣市加賀野４−１−７ (公財)ソフトピアジャパン内
TEL：0584‑77‑1188 FAX：0584‑77‑1107
info@gifu‑itmonodukuri.jp
http://www.gifu‑itmonodukuri.jp/
======================================================================
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