2021 年 1 月 21 日

デジタル化実践セミナーの開催について
常陽銀行（頭取

笹島 律夫）は、このたび、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会

（会長 澁谷 裕以）と連携して、業種別に「デジタル化実践セミナー」を開催しますので、
下記のとおりお知らせいたします。
本セミナーでは、法人・個人事業主さまの「デジタル化」の取り組みを支援するため、
デジタル技術・サービスの活用による課題解決や効果的なIT投資を行っていただくための
情報をご提供いたします。
当行は、今後とも、お客さまのさまざまなニーズにお応えするサービスの提供に努めて
まいります。
記
【概 要】
名
称
実施方法

デジタル化実践セミナー
「Zoom」によるオンラインセミナー
2021 年 3 月 2 日（火）14：00～17：00 製造業者様向けセミナー
日
時
2021 年 3 月 5 日（金）14：00～17：00 卸売・小売業者様向けセミナー
2021 年 3 月 9 日（火）14：00～17：00 サービス・飲食業者様向けセミナー
対象企業
法人・個人事業主のお客さま
以下をテーマに IT 活用事例や IT 関連サービス等をご紹介します。
第１部（14:00）
「デジタル化最新動向」
講師：特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会
内
容
第 2 部（14:50）
「インボイス制度と企業間受発注デジタル化の動向」
講師：特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会
第 3 部（15:40）
「デジタル技術・サービスの事例紹介」
講師：IT 関連サービス事業者各社
参 加 料
無料
定
員
100 名
主催：常陽銀行
主 催 等
後援：特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会
（1）特設サイトの申込フォームよりお申し込みください。
申し込み方法 （2）JWEBOFFICE（ｼﾞｪｲｳｪﾌﾞｵﾌｨｽ）照会センター（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-70-3440、
受付時間：平日 9～18 時）へお電話でお申し込みください。

※セミナー内容の詳細はチラシをご参照ください。
以上

ITコーディネータ協会 後援

製造業者様の課題解決に向けた「デジタル化」の第一歩を支援するため、
業界におけるデジタル化の最新事例や、注目のデジタル技術・サービスを紹介いたします。

開催日時 2021年3月2日（火）14:00～17:00
定員 100名 (定員に達し次第、募集を終了とさせていただきます）

参加費
無料

テーマ
第1部
（14:00）

「デジタル化最新動向」
コロナ禍で一気にオンラインでのやり取りが進みました。各業種の一般的な業務フローでは
どのようにデジタル化・オンライン化しているかをご紹介します。
講師 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 ネットワーク促進部 山崎 健 氏

第２部
（14:50）

「インボイス制度と企業間受発注デジタル化の動向」
2023年10月のインボイス制度開始に伴い企業の業務負荷増大が懸念されます。
この対策として国が推奨する受発注デジタル化の仕組み「中小企業共通EDI」
についてご説明します。
講師 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 ネットワーク促進部 野田 和巳 氏

第３部
（15:30）

「デジタル技術・サービスの事例紹介」
富士ゼロックス茨城

株式会社

ペーパーレス化、データインプット自動化など、幅広く、お客様の課題
解決にお役に立てる各種ソリューションをご紹介します。

株式会社 テクノア

株式会社テクノアは中小製造業のIT経営実践を支援しています。
今回は生産管理システム 『TECHS』 をご紹介します。

ティ・エス・
ネットワーク 株式会社

お客様ニーズに合わせたシステム構築サービスの事例と、中小企業向け
販売生産手配システム 『3Rise-Basic』をご紹介します。

株式会社 スタディスト

手順書の作成・共有・管理 全てをカンタン&シンプルに各種コスト削減
を実現する生産性向上プラットフォームをご紹介します。

各20分
(内容は変更になる
場合があります)

（講師 事業者各社）

※セミナーに参加されたお客さまは、ITコーディネータ協会による無料コンサルティングのお申込みや、セミナーで紹介する各種
デジタル技術やサービスの導入相談、問合せができる専用サイトをご利用いただけます。

参加申込

申込専用サイトまたは電話でお申込みください。（詳細は裏面をご参照ください）

セミナーお申込み方法
 申込専用サイトから以下の情報をご入力ください。
https://www.joyobank.co.jp/jweboffice/seminar.html
 JWEBOFFICE（ｼﾞｪｲｳｪﾌﾞｵﾌｨｽ）照会センターに以下の情報をご連絡ください。
0120-70-3440 （受付時間 平日 9:00～１8:00）
開

催

回

□ ３月２日（火）製造業者様向けデジタル化実践セミナー

貴 社 名
ふりがな

ふりがな

お名前①

お名前②

所

所

属①

属②

お役職①

お役職②

連絡先
電話番号

連絡先
電話番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

お取引支店

支店

※個人情報につきましては、個人情報保護法等の関連諸法令を遵守し、個人情報保護ガイドラインにしたがい適切に取り扱います。
ご連絡いただく個人情報は、セミナー運営および今後のご支援等のため使用させていただきます。

セミナーご参加方法
 セミナー参加のお申込をいただいたお客さまへ招待メールをお送りいたします。セミナー当日
は招待メールに記載の視聴用ページのURLからZoom※を使ってご参加いただきます。
（詳細は招待メールでお知らせいたします。）
※ Zoomは、パソコンやモバイル端末（スマートフォンやタブレット）を使ってセミナーやミーティングをオンラインで開催するために開発されたアプリです。
インターネット接続環境があり、ZoomがサポートするOSやブラウザに対応したパソコンやモバイル端末があればどこからでもご利用いただけます。
詳細は、Zoomヘルプセンターの以下のページをご参照ください。

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023
【ご留意点】
 セミナー視聴ではデータ通信を行うため通信料が発生します。あらかじめご了承ください。
 視聴用ページのURLは参加申込をいただいたお客さまにのみお知らせしますので、第三者への共有・拡散は
ご遠慮ください。

ITコーディネータ協会 後援

卸売・小売業者様の課題解決に向けた「デジタル化」の第一歩を支援するため、
業界におけるデジタル化の最新事例や、注目のデジタル技術・サービスを紹介いたします。

開催日時 2021年3月5日（金）14:00～17:00
定員 100名 （定員に達し次第、募集を終了とさせていただきます）

参加費
無料

テーマ
第1部
（14:00）

「デジタル化最新動向」
コロナ禍で一気にオンラインでのやり取りが進みました。各業種の一般的な業務フローでは
どのようにデジタル化・オンライン化しているかをご紹介します。
講師 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 ネットワーク促進部 山崎 健 氏

第２部 「インボイス制度と企業間受発注デジタル化の動向」

（14:50）

2023年10月のインボイス制度開始に伴い企業の業務負荷増大が懸念されます。
この対策として国が推奨する受発注デジタル化の仕組み「中小企業共通EDI」について
ご説明します。
講師 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 ネットワーク促進部 野田 和巳 氏

第３部 「デジタル技術・サービスの事例紹介」 （講師 事業者各社）

（15:40）

各20分
(内容は変更になる
場合があります)

リコージャパン 株式会社

請求書・納品書の入力業務の省人化、効率化に繋がる
『クラウド型OCRソリューション』 をご紹介します。

株式会社 オービックビジネス
コンサルタント

デジタル業務スタイル 『商蔵奉行クラウドで実現する販売
管理業務改善手法』 をご紹介します。

株式会社 インフォマート

請求書の発行・受取を電子化して業務のコスト削減、生産性
向上に繋がる 『BtoBプラットフォーム請求書』 をご紹介します。

株式会社 アイル

アナログな受注業務をデジタル化！年間400社から相談される
BtoB専用WEB受注システム 『アラジンEC』 をご紹介します。

※セミナーに参加されたお客さまは、ITコーディネータ協会による無料コンサルティングのお申込みや、セミナーで紹介する各種
サービスの導入相談・問合せができる専用サイトをご利用いただけます。

参加申込

申込専用サイトまたは電話でお申込みください。（詳細は裏面をご参照ください）

セミナーお申込み方法
 申込専用サイトから以下の情報をご入力ください。
https://www.joyobank.co.jp/jweboffice/seminar.html
 JWEBOFFICE（ｼﾞｪｲｳｪﾌﾞｵﾌｨｽ）照会センターに以下の情報をご連絡ください。
0120-70-3440 （受付時間 平日 9:00～１8:00）
開

催

回

□ ３月5日（金）卸売・小売業向けデジタル化実践セミナー

貴 社 名
ふりがな

ふりがな

お名前①

お名前②

所

所

属①

属②

お役職①

お役職②

連絡先
電話番号

連絡先
電話番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

お取引支店

支店

※個人情報につきましては、個人情報保護法等の関連諸法令を遵守し、個人情報保護ガイドラインにしたがい適切に取り扱います。
ご連絡いただく個人情報は、セミナー運営および今後のご支援等のため使用させていただきます。

セミナーご参加方法
 セミナー参加のお申込をいただいたお客さまへ招待メールをお送りいたします。セミナー当日
は招待メールに記載の視聴用ページのURLからZoom※を使ってご参加いただきます。
（詳細は招待メールでお知らせいたします。）
※ Zoomは、パソコンやモバイル端末（スマートフォンやタブレット）を使ってセミナーやミーティングをオンラインで開催するために開発されたアプリです。
インターネット接続環境があり、ZoomがサポートするOSやブラウザに対応したパソコンやモバイル端末があればどこからでもご利用いただけます。
詳細は、Zoomヘルプセンターの以下のページをご参照ください。

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023

【ご留意点】
 セミナー視聴ではデータ通信を行うため通信料が発生します。あらかじめご了承ください。
 視聴用ページのURLは参加申込をいただいたお客さまにのみお知らせしますので、第三者への共有・拡散は
ご遠慮ください。

ITコーディネータ協会 後援

サービス・飲食業者様の課題解決に向けた「デジタル化」の第一歩を支援するため、
業界におけるデジタル化の最新事例や、注目のデジタル技術・サービスを紹介いたします。

開催日時 2021年3月9日（火）14:00～17:00
定員 100名 (定員に達し次第、募集を終了とさせていただきます）

参加費
無料

テーマ
第1部
（14:00）

「デジタル化最新動向」
コロナ禍で一気にオンラインでのやり取りが進みました。各業種の一般的な業務フローでは
どのようにデジタル化・オンライン化しているかをご紹介します。
講師 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 ネットワーク促進部 山崎 健 氏

第２部
（14:50）

「インボイス制度と企業間受発注デジタル化の動向」
2023年10月のインボイス制度開始に伴い企業の業務負荷増大が懸念されます。
この対策として国が推奨する受発注デジタル化の仕組み「中小企業共通EDI」について
ご説明します。
講師 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 ネットワーク促進部 野田 和巳 氏

第３部
（15:40）

各20分
(内容は変更になる
場合があります)

「デジタル技術・サービスの事例紹介」

（講師 事業者各社）

PayPay 株式会社

デジタル化の第一歩として、またその先に繋がるサービス・販促としての
『PayPay』 をご案内します。

株式会社 ユビレジ

iPadを使ったPOSレジシステム、 経費削減・売上UPを実現する
『お客様のスマートフォンでオーダーできるサービス』 をご紹介します。

ソウルドアウト 株式会社

企業のDXの土台となる組織データーを可視化していく 『SOカシカ』 を
ご紹介します。

株式会社 CyberACE

『インターネット広告を活用した集客支援事業』 を展開する当社から、
課題にあわせて最適なお取り組みをご紹介します。

※セミナーに参加されたお客さまは、ITコーディネータ協会による無料コンサルティングのお申込みや、セミナーで紹介する各種
サービスの導入相談・問合せができる専用サイトをご利用いただけます。

参加申込

申込専用サイトまたは電話でお申込みください。（詳細は裏面をご参照ください）

セミナーお申込み方法
 申込専用サイトから以下の情報をご入力ください。
https://www.joyobank.co.jp/jweboffice/seminar.html
 JWEBOFFICE（ｼﾞｪｲｳｪﾌﾞｵﾌｨｽ）照会センターに以下の情報をご連絡ください。
0120-70-3440 （受付時間 平日 9:00～１8:00）
開

催

回

□ ３月９日（火）サービス・飲食業者様向けデジタル化実践セミナー

貴 社 名
ふりがな

ふりがな

お名前①

お名前②

所

所

属①

属②

お役職①

お役職②

連絡先
電話番号

連絡先
電話番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

お取引支店

支店

※個人情報につきましては、個人情報保護法等の関連諸法令を遵守し、個人情報保護ガイドラインにしたがい適切に取り扱います。
ご連絡いただく個人情報は、セミナー運営および今後のご支援等のため使用させていただきます。

セミナーご参加方法
 セミナー参加のお申込をいただいたお客さまへ招待メールをお送りいたします。セミナー当日
は招待メールに記載の視聴用ページのURLからZoom※を使ってご参加いただきます。
（詳細は招待メールでお知らせいたします。）
※ Zoomは、パソコンやモバイル端末（スマートフォンやタブレット）を使ってセミナーやミーティングをオンラインで開催するために開発されたアプリです。
インターネット接続環境があり、ZoomがサポートするOSやブラウザに対応したパソコンやモバイル端末があればどこからでもご利用いただけます。
詳細は、Zoomヘルプセンターの以下のページをご参照ください。

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023

【ご留意点】
 セミナー視聴ではデータ通信を行うため通信料が発生します。あらかじめご了承ください。
 視聴用ページのURLは参加申込をいただいたお客さまにのみお知らせしますので、第三者への共有・拡散は
ご遠慮ください。

