
～ IT 部門のリーダーシップで企業変革を推進するために～
～デジタル時代の IT 部門に求められる新しい役割／あるべき姿とは～

◆ 2019年2月8日㈮スタート

■第 1回例会　　　2019 年 2月 8日㈮　13：30～ 18：00 会場：アイビーホール（東京・表参道）

■第 2回例会　　　2019 年 3月 8日㈮・9日㈯《合宿研究会》 宿泊先：箱根湯本温泉　天成園（神奈川・箱根）　　　

【基 調 講 演】『ダイキン工業における IT 部門改革と実行力のある組織づくり』
　　　　　　～ダイキン工業が考えるDX 人材の確保・育成の考え方 / 取り組みについて～

ダイキン工業㈱　IT 推進部 IT 戦略専任部長　大西　一彦 氏

1982年ダイキン工業入社、国内生産管理システム構築に従事。1986年より海外生産拠点の立ち上げでタイ、欧州等に3年半駐在（販売・物流、生産、
会計の管理業務やインフラ構築まで何でも行う）。1998年情報戦略企画部隊の課長となり「IT戦略企画」の苦悩に突入するも、IT戦略企画やグローバ
ルITガバナンスを牽引。2006年よりIT推進室長としてIT改革プロジェクトを次々と繰り出し、「次世代IT」ビジョンを模索、先取実施。2012年よりIT推進
部長として「二流の戦略と一流の実行力」に磨きをかける。2017年12月より現職。

グループディスカッション オリエンテーション 事務局主催の交流会

Ⅰ. グループ討議『デジタル時代を牽引する IT 部門となるために必要なこと』 
 　　　  ～ IT 部門のリーダーシップから企業変革を実現するために～　　　 
Ⅱ. メンバー発表『デジタルトランスフォーメーションを牽引する IT 部門となるために』
　　　　　　　　　積水化学で私が ITの現場でやってきたことを振り返りながら、デジタルトランスフォーメーションに向けて IT 部門が取り組むべきこと、
　　　　　　　　　リーダーシップを高めるために、何が必要なのでしょうか。皆様と共に考えていきたいと思います。

 ＴＥＲＲＡＮＥＴ　代表　寺嶋　一郎 氏

【メンバー発表】『デジタル化を奏でる、人と組織のオーケストレーション』
　　　　　　　　　 ～貢献感を成果に結びつける、IT部門変革の取り組み～　　　　  

カシオ計算機㈱　情報開発部長　大熊　眞次郎 氏

1986年カシオ計算機に入社。海外営業部門に配属後、1990年から北米販売会社に駐在し、電子楽器や時計などの販売企画業務を担当。1997年から
北米販売会社の基幹システム（ERP/SCM）構築・導入のリーダーを務める。2002年に本社に帰任、情報システム部門（当時：業務開発部）に異動。業務
システム構築、データ統合や情報活用、部内人材育成などのテーマ開発と実行を統括。2012年より現職。2013年に部門名を「情報開発部」に改称後、
社内向けITに加え、お客様／事業サービス向けの共通プラットフォーム構築を強化。

グループディスカッション

※第１回例会は、正式入会をご検討中の方に雰囲気をご覧頂くお試し（体験）参加が可能です。詳細はお気軽にお問い合わせください。（要事前予約）

第31期 
情報システム・IT企画戦略部門リーダーによる相互啓発と情報交流の会

■第 3回例会　　　2019 年 4月 3日㈬　13：30～ 17：00 会場：アイビーホール（東京・表参道）

企業研究会　これからの経営情報システムを考える会 検  索

参 加 要 領

お申し込み・お問い合わせ

■参 加 料 ※税込み

■申込方法 ※以下❶❷のいずれかの方法でお申込みください。

＊参加料は2月と12月に行う事務局主催の交流会費用も含みます。
＊上記の参加料で例会毎に1社2名様までご参加頂けます。（ご同伴者は原則として主登録者と同一企業の方に限ります。）
＊合宿研究会、メンバー有志による懇親会等を行う際は別途実費を申し受けます。
＊分割請求やお支払い時期のご相談について承ります。
＊正会員登録の有無など、よくあるご質問（FAQ）は、当会ホームページでご確認頂けます。
　（〔TOP〕→〔異業種研究交流会〕→〔よくあるご質問（FAQ）〕）

※申込時にご記入頂いた個人情報は、本講座に関する確認・連絡および当会主催事業のご案内をお送りする際に利用させて頂きます。

①企業研究会のウェブサイトで

②メールで担当者宛に以下の項目をお送りください。

ページ左の申込フォームから

　　①会社名　　②ご所属・お役職　　③氏名（フリガナ）　　④会社住所　　⑤メールアドレス　　⑥ＴＥＬ

一般社団法人 企業研究会  事業開発グループ　担当：鈴木
〒102-0083　千代田区麹町5-7-2  MFPR麹町ビル2F　TEL ： 03-5215-3513／FAX ： 03-5215-0951
 E-mail：a-suzuki@bri.or.jp

事業コード：180036

サンデンホールディングス㈱　執行役員 IT 本部長　辻　裕里 氏　＜第31期運営幹事＞
活きた話で悩み解決の糸口が見つかる貴重な場

小林製薬㈱　IT 部長　大坪　吟 氏　＜第31期運営幹事＞
自身の学びの場になっています

出光興産㈱　情報システム部技術戦略統括マネジャー　永井　裕行 氏　＜第31期運営幹事＞
実務に直結する有意義な場です

　2002年に当時の上司に連れられて、不安半分で参加してから早16年目となりました。当時は女性の参加がほとんどありませんでしたが、最近は徐々に増え
てきて嬉しいです。
　この会の一番の価値は、「本音の話」が出来る事です。毎月の会合では旬なテーマの事例紹介があり、続くグループディスカッションでは、背景となった
経営課題や今まさに起きている問題を聞くことができます。また、定期的に行われている企業見学や合宿研修、異業種交流もこの会の魅力です。IT課題は
同じようでも、手の打ち方は企業によっても様々です。自社の進むべき道を見つけるために、一緒に本音の話をしませんか。

　2010年から参加しています。当時弊社ではサーバ仮想化に取り組み始めた時期でしたが、グループディスカッションを通して技術・製品の成熟度や運用面
の留意事項などメンバー各社から経験に基づいた貴重な知見を得ることが出来、仮想化推進に多いに役立てることが出来ました。この会の魅力は、ゲスト
講演等によって先進企業の情報戦略や活用事例などを幅広く学べること、メンバー企業と本音で話をすることができ意思決定の一助ともなる有意義な情報を
得ることが出来ること、そして月例会に加え合宿や懇親会を通して貴重な人脈を築けることです。この会に参加して互いに学び、ITを活用した経営貢献に繋
げていきませんか。

　最初は「これからの経営情報システムを考える会」という名前に敷居が高いかなと思ったのですが、参加してみると、気軽にざっくばらんに話せることが分
かり、参加し続けています。情報システム部の課題は、企業規模に関係なく同じ課題で悩んでいることが多いと思います。私もこの会に参加して、複数の企
業様を訪問させて頂き、意見交換を行うことができました。そのおかげで現在、大きなプロジェクトを進行させています。ベテラン参加者の方からの意見を
聞くことは、自身の学びの場になっています。女性の参加がまだまだ少ないので、是非多くの女性の方にも参加頂きたいと思います。

積水化学工業㈱　コーポレート　情報システムグループ長　理事　原　和哉 氏　＜第31期運営幹事＞
ホンネの話ができることが大きな魅力です
　10年以上前からこの会に参加しています。ここでは、異業種のIT部門の方 と々本音の話ができることが大きな魅力です。時流に沿ったゲスト講演を聞いたり、
メンバーの事例発表の後は、ざっくばらんに話のできるグループディスカッションがあります。IT部門の悩みは、業種が異なっても共通部分も多く、同じ視線でそ
れらを共有できます。進んでいる他社から学んだり、逆に他社より進んでいる点も確認できるかもしれません。合宿研究会では、お酒とともに夜遅くまで話し合う
ことで親しくなり、直接相談できるような間柄になれたりもします。この会に参加することで、お互いに楽しく学び合い、皆様のIT部門が今以上に脚光を浴びるよ
うに頑張っていきませんか。

280,800 円（本体価格260,000円）会  員 313,200円（本体価格290,000円）一  般

■お試し（体験）参加について
第1回例会は、入会ご検討中の方を対象に、正式申込前にお試し（体験）参加が頂けます。当日は会合の雰囲気などご確認ください。
ご希望される方はお申込み時にその旨ご教示願います。（1社1名様に限らせて頂きます。）
 お願い 基調講演後のグループディスカッションにもご参加頂ける方に限らせて頂きます。

新 規
メンバー
募集

メンバーの声

これからの
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これからの
経営情報システムを

考える会

これからの
経営情報システムを

考える会

これからの
経営情報システムを

考える会



■第 4回例会　　　2019 年 4月 17日㈬　13：30～ 17：00 会場：アイビーホール（東京・表参道）

■第 5回例会　　　2019 年 5月 15日㈬　13：30～ 17：00 会場：アイビーホール（東京・表参道）

【ゲスト講演】『サイバーセキュリティ対策を一気に向上させる現場の知恵』
　　　　　～伊藤忠商事の CSIRT による最前線のサイバーセキュリティ対策実務の共有～

伊藤忠商事㈱　IT企画部技術統括室 ITCCERT上級サイバーセキュリティ分析官　佐藤　元彦 氏

システムインテグレータ企業で官公庁や大手民間企業に対してセキュリティコンサルティングや、情報セキュリティ監査・情報システム監査、
インシデントレスポンス等を経験。その後、伊藤忠商事株式会社のCSIRTチームであるITCCERTに所属し、同社／グループ全体のサイバー
セキュリティ施策の立案・遂行・運用業務に努める。また同時に、国立大学法人 千葉大学運営基盤機構 情報環境部門で准教授も兼任。文部
科学省サイバーセキュリティアドバイザー。JPCERT/CC専門委員。JASA特任研究員。政府のセキュリティ関連委員会の有識者も歴任。

グループディスカッション

【ゲスト講演】『大和ハウス工業における攻めの IT 経営を推進するための体制と人財』

大和ハウス工業㈱　上席執行役員情報システム部長　加藤　恭滋 氏

1978年大和ハウス工業入社。経理部門に配属され、2000年問題の対応のため会計システム刷新のプロジェクトマネージャーを担当。
2008年J-SOX推進室長としてERP導入プロジェクトの責任者を務め、2010年情報システム部長に就任。2011年執行役員に就任、2017年
上席執行役員に就任、現在に至る。

グループディスカッション

以降の例会では、下記のようなテーマに基づき、毎月のプログラムを進めていきます。
各テーマは基本的にメンバーのご要望や問題意識をもとに設定していきます。

※上記スケジュールは講師都合等により変更の可能性がございます。予めご了承ください。

対　　象

開催期間

会　　場

日　　時

運営方法

そ の 他

・情報システム部門・IT 企画戦略部門のリーダー、マネージャー
・経営企画部門の IT 担当リーダー、マネージャー
・IT による業務革新プロジェクト等ご担当のリーダー、マネージャー

運 営 要 領 今期（第３１期）の年間プログラム

▶運営幹事   ※メンバーを代表して会合の企画・運営にご協力を頂く方々 ※順不同

▶アドバイザー   ※本会合の活動に対し、適宜アドバイス・サポートを頂きます。

※12月1日現在　異動等の理由により、増員や変更の可能性がございます。予めご了承ください。

サンデンホールディングス㈱ 執行役員 IT本部長 辻　　裕里 氏
インフォテック㈱ 営業グループリーダ 田中　成和 氏
㈱ JTB 個人事業本部Ｗｅｂ販売部システム統括部長 田村　直樹 氏
積水化学工業㈱ コーポレート　情報システムグループ長　理事 原　　和哉 氏
出光興産㈱ 情報システム部技術戦略統括マネジャー 永井　裕行 氏
㈱カネカ IoT Solutions Center　Business Solutions Groupリーダー上席幹部職 矢吹　哲朗 氏
小林製薬㈱ IT 部長 大坪　　吟 氏

TERRANET 代表（元 積水化学工業㈱　コーポレート　情報システムグループ長） 寺嶋　一郎 氏

第３１期　運営体制

■1. IT先進企業のゲスト講演
ITガバナンス、情報セキュリティなど各分野における IT活用先進企業の責任者を
毎月ゲストスピーカーとしてお招きし、その取り組みの成果や課題などについて
ご紹介頂きます。

■ 2. メンバー主体の情報交換
ゲスト講演のあと少人数のグループによる情報交換の時間を設けています。
ホンネの議論の中から、新たなアイデア・次の展開へのヒントを探ります。

■ 3. 1社 2名様まで参加可能
ゲスト講演は IT経営の取り組みから最新技術動向まで、幅広いテーマから選んで
企画しておりますので、例会ごとに、登録メンバーの他にテーマにご関心のある方
を1名ご同伴頂けます。

「これからの経営情報システムを考える会」３つの特色

・デジタル化時代のIT部門に求められる
 新しい役割／あるべき姿
・情報システムコスト削減策及び事例
・各社IT戦略の内容、策定方法、経営戦略との連携について
・IT組織再編と情報子会社戦略
・クラウド活用事例
 （クラウドの効果やリスクへの対応について）
・グローバル経営を支えるIT基盤について
 （求められる姿と事例）
・サイバーセキュリティ対策について
・情報システム部門における人材育成への取り組み
・IT開発プロジェクトを効率的に適正な価格で進める
 ポイントについて
・ITを活用した働き方改革支援について
・人工知能（AI）やIoT活用等、最新のITトレンド紹介

　・・・他

■第 6回例会■
6月 12日㈬

■第 7回例会■
7月 3日㈬

■第 8回例会■
9月 11日㈬

■第 10回例会■
11月 6日㈬

■第 9回例会■
合宿研究会
10月 18日㈮
        19 日㈯

■第 11回例会■
12月 4日㈬
事務局主催の交流会

2019 年2月～12月（全１１会合）

東京都内会議室

年間プログラムの日程にて開催　13：30～17：00を原則
※都合により、日程・時間を変更する場合があります。
※毎会合の詳細は、事前にメールにてご案内致します。

原則として、前半のゲスト講演、後半のグループディスカッションのプログラムで行います。
※3月・10月の例会は合宿研究会として実施します。
※2月・12月の例会後は事務局主催の交流会を実施します。

参加メンバーはギブ・アンド・テイクをモットーに、主体的に研究討議に参加し、
その成果はメンバー間で共有するものとします。
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※12月1日現在　異動等の理由により、増員や変更の可能性がございます。予めご了承ください。

サンデンホールディングス㈱ 執行役員 IT本部長 辻　　裕里 氏
インフォテック㈱ 営業グループリーダ 田中　成和 氏
㈱ JTB 個人事業本部Ｗｅｂ販売部システム統括部長 田村　直樹 氏
積水化学工業㈱ コーポレート　情報システムグループ長　理事 原　　和哉 氏
出光興産㈱ 情報システム部技術戦略統括マネジャー 永井　裕行 氏
㈱カネカ IoT Solutions Center　Business Solutions Groupリーダー上席幹部職 矢吹　哲朗 氏
小林製薬㈱ IT 部長 大坪　　吟 氏

TERRANET 代表（元 積水化学工業㈱　コーポレート　情報システムグループ長） 寺嶋　一郎 氏

第３１期　運営体制

■1. IT先進企業のゲスト講演
ITガバナンス、情報セキュリティなど各分野における IT活用先進企業の責任者を
毎月ゲストスピーカーとしてお招きし、その取り組みの成果や課題などについて
ご紹介頂きます。

■ 2. メンバー主体の情報交換
ゲスト講演のあと少人数のグループによる情報交換の時間を設けています。
ホンネの議論の中から、新たなアイデア・次の展開へのヒントを探ります。

■ 3. 1社 2名様まで参加可能
ゲスト講演は IT経営の取り組みから最新技術動向まで、幅広いテーマから選んで
企画しておりますので、例会ごとに、登録メンバーの他にテーマにご関心のある方
を1名ご同伴頂けます。

「これからの経営情報システムを考える会」３つの特色

・デジタル化時代のIT部門に求められる
 新しい役割／あるべき姿
・情報システムコスト削減策及び事例
・各社IT戦略の内容、策定方法、経営戦略との連携について
・IT組織再編と情報子会社戦略
・クラウド活用事例
 （クラウドの効果やリスクへの対応について）
・グローバル経営を支えるIT基盤について
 （求められる姿と事例）
・サイバーセキュリティ対策について
・情報システム部門における人材育成への取り組み
・IT開発プロジェクトを効率的に適正な価格で進める
 ポイントについて
・ITを活用した働き方改革支援について
・人工知能（AI）やIoT活用等、最新のITトレンド紹介

　・・・他

■第 6回例会■
6月 12日㈬

■第 7回例会■
7月 3日㈬

■第 8回例会■
9月 11日㈬

■第 10回例会■
11月 6日㈬

■第 9回例会■
合宿研究会
10月 18日㈮
        19 日㈯

■第 11回例会■
12月 4日㈬
事務局主催の交流会

2019 年2月～12月（全１１会合）

東京都内会議室

年間プログラムの日程にて開催　13：30～17：00を原則
※都合により、日程・時間を変更する場合があります。
※毎会合の詳細は、事前にメールにてご案内致します。

原則として、前半のゲスト講演、後半のグループディスカッションのプログラムで行います。
※3月・10月の例会は合宿研究会として実施します。
※2月・12月の例会後は事務局主催の交流会を実施します。

参加メンバーはギブ・アンド・テイクをモットーに、主体的に研究討議に参加し、
その成果はメンバー間で共有するものとします。



～ IT 部門のリーダーシップで企業変革を推進するために～
～デジタル時代の IT 部門に求められる新しい役割／あるべき姿とは～

◆ 2019年2月8日㈮スタート

■第 1回例会　　　2019 年 2月 8日㈮　13：30～ 18：00 会場：アイビーホール（東京・表参道）

■第 2回例会　　　2019 年 3月 8日㈮・9日㈯《合宿研究会》 宿泊先：箱根湯本温泉　天成園（神奈川・箱根）　　　

【基 調 講 演】『ダイキン工業における IT 部門改革と実行力のある組織づくり』
　　　　　　～ダイキン工業が考えるDX 人材の確保・育成の考え方 / 取り組みについて～

ダイキン工業㈱　IT 推進部 IT 戦略専任部長　大西　一彦 氏

1982年ダイキン工業入社、国内生産管理システム構築に従事。1986年より海外生産拠点の立ち上げでタイ、欧州等に3年半駐在（販売・物流、生産、
会計の管理業務やインフラ構築まで何でも行う）。1998年情報戦略企画部隊の課長となり「IT戦略企画」の苦悩に突入するも、IT戦略企画やグローバ
ルITガバナンスを牽引。2006年よりIT推進室長としてIT改革プロジェクトを次々と繰り出し、「次世代IT」ビジョンを模索、先取実施。2012年よりIT推進
部長として「二流の戦略と一流の実行力」に磨きをかける。2017年12月より現職。

グループディスカッション オリエンテーション 事務局主催の交流会

Ⅰ. グループ討議『デジタル時代を牽引する IT 部門となるために必要なこと』 
 　　　  ～ IT 部門のリーダーシップから企業変革を実現するために～　　　 
Ⅱ. メンバー発表『デジタルトランスフォーメーションを牽引する IT 部門となるために』
　　　　　　　　　積水化学で私が ITの現場でやってきたことを振り返りながら、デジタルトランスフォーメーションに向けて IT 部門が取り組むべきこと、
　　　　　　　　　リーダーシップを高めるために、何が必要なのでしょうか。皆様と共に考えていきたいと思います。

 ＴＥＲＲＡＮＥＴ　代表　寺嶋　一郎 氏

【メンバー発表】『デジタル化を奏でる、人と組織のオーケストレーション』
　　　　　　　　　 ～貢献感を成果に結びつける、IT部門変革の取り組み～　　　　  

カシオ計算機㈱　情報開発部長　大熊　眞次郎 氏

1986年カシオ計算機に入社。海外営業部門に配属後、1990年から北米販売会社に駐在し、電子楽器や時計などの販売企画業務を担当。1997年から
北米販売会社の基幹システム（ERP/SCM）構築・導入のリーダーを務める。2002年に本社に帰任、情報システム部門（当時：業務開発部）に異動。業務
システム構築、データ統合や情報活用、部内人材育成などのテーマ開発と実行を統括。2012年より現職。2013年に部門名を「情報開発部」に改称後、
社内向けITに加え、お客様／事業サービス向けの共通プラットフォーム構築を強化。

グループディスカッション

※第１回例会は、正式入会をご検討中の方に雰囲気をご覧頂くお試し（体験）参加が可能です。詳細はお気軽にお問い合わせください。（要事前予約）

第31期 
情報システム・IT企画戦略部門リーダーによる相互啓発と情報交流の会

■第 3回例会　　　2019 年 4月 3日㈬　13：30～ 17：00 会場：アイビーホール（東京・表参道）

企業研究会　これからの経営情報システムを考える会 検  索

参 加 要 領

お申し込み・お問い合わせ

■参 加 料 ※税込み

■申込方法 ※以下❶❷のいずれかの方法でお申込みください。

＊参加料は2月と12月に行う事務局主催の交流会費用も含みます。
＊上記の参加料で例会毎に1社2名様までご参加頂けます。（ご同伴者は原則として主登録者と同一企業の方に限ります。）
＊合宿研究会、メンバー有志による懇親会等を行う際は別途実費を申し受けます。
＊分割請求やお支払い時期のご相談について承ります。
＊正会員登録の有無など、よくあるご質問（FAQ）は、当会ホームページでご確認頂けます。
　（〔TOP〕→〔異業種研究交流会〕→〔よくあるご質問（FAQ）〕）

※申込時にご記入頂いた個人情報は、本講座に関する確認・連絡および当会主催事業のご案内をお送りする際に利用させて頂きます。

①企業研究会のウェブサイトで

②メールで担当者宛に以下の項目をお送りください。

ページ左の申込フォームから

　　①会社名　　②ご所属・お役職　　③氏名（フリガナ）　　④会社住所　　⑤メールアドレス　　⑥ＴＥＬ

一般社団法人 企業研究会  事業開発グループ　担当：鈴木
〒102-0083　千代田区麹町5-7-2  MFPR麹町ビル2F　TEL ： 03-5215-3513／FAX ： 03-5215-0951
 E-mail：a-suzuki@bri.or.jp

事業コード：180036

サンデンホールディングス㈱　執行役員 IT 本部長　辻　裕里 氏　＜第31期運営幹事＞
活きた話で悩み解決の糸口が見つかる貴重な場

小林製薬㈱　IT 部長　大坪　吟 氏　＜第31期運営幹事＞
自身の学びの場になっています

出光興産㈱　情報システム部技術戦略統括マネジャー　永井　裕行 氏　＜第31期運営幹事＞
実務に直結する有意義な場です

　2002年に当時の上司に連れられて、不安半分で参加してから早16年目となりました。当時は女性の参加がほとんどありませんでしたが、最近は徐々に増え
てきて嬉しいです。
　この会の一番の価値は、「本音の話」が出来る事です。毎月の会合では旬なテーマの事例紹介があり、続くグループディスカッションでは、背景となった
経営課題や今まさに起きている問題を聞くことができます。また、定期的に行われている企業見学や合宿研修、異業種交流もこの会の魅力です。IT課題は
同じようでも、手の打ち方は企業によっても様々です。自社の進むべき道を見つけるために、一緒に本音の話をしませんか。

　2010年から参加しています。当時弊社ではサーバ仮想化に取り組み始めた時期でしたが、グループディスカッションを通して技術・製品の成熟度や運用面
の留意事項などメンバー各社から経験に基づいた貴重な知見を得ることが出来、仮想化推進に多いに役立てることが出来ました。この会の魅力は、ゲスト
講演等によって先進企業の情報戦略や活用事例などを幅広く学べること、メンバー企業と本音で話をすることができ意思決定の一助ともなる有意義な情報を
得ることが出来ること、そして月例会に加え合宿や懇親会を通して貴重な人脈を築けることです。この会に参加して互いに学び、ITを活用した経営貢献に繋
げていきませんか。

　最初は「これからの経営情報システムを考える会」という名前に敷居が高いかなと思ったのですが、参加してみると、気軽にざっくばらんに話せることが分
かり、参加し続けています。情報システム部の課題は、企業規模に関係なく同じ課題で悩んでいることが多いと思います。私もこの会に参加して、複数の企
業様を訪問させて頂き、意見交換を行うことができました。そのおかげで現在、大きなプロジェクトを進行させています。ベテラン参加者の方からの意見を
聞くことは、自身の学びの場になっています。女性の参加がまだまだ少ないので、是非多くの女性の方にも参加頂きたいと思います。

積水化学工業㈱　コーポレート　情報システムグループ長　理事　原　和哉 氏　＜第31期運営幹事＞
ホンネの話ができることが大きな魅力です
　10年以上前からこの会に参加しています。ここでは、異業種のIT部門の方 と々本音の話ができることが大きな魅力です。時流に沿ったゲスト講演を聞いたり、
メンバーの事例発表の後は、ざっくばらんに話のできるグループディスカッションがあります。IT部門の悩みは、業種が異なっても共通部分も多く、同じ視線でそ
れらを共有できます。進んでいる他社から学んだり、逆に他社より進んでいる点も確認できるかもしれません。合宿研究会では、お酒とともに夜遅くまで話し合う
ことで親しくなり、直接相談できるような間柄になれたりもします。この会に参加することで、お互いに楽しく学び合い、皆様のIT部門が今以上に脚光を浴びるよ
うに頑張っていきませんか。

280,800 円（本体価格260,000円）会  員 313,200円（本体価格290,000円）一  般

■お試し（体験）参加について
第1回例会は、入会ご検討中の方を対象に、正式申込前にお試し（体験）参加が頂けます。当日は会合の雰囲気などご確認ください。
ご希望される方はお申込み時にその旨ご教示願います。（1社1名様に限らせて頂きます。）
 お願い 基調講演後のグループディスカッションにもご参加頂ける方に限らせて頂きます。

新 規
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募集
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