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８月２４日（土）に個別セミナーを開催します！

■参加者特典
セミナーテキストに加え、
講師著書『よくわかるラダー言語の基本と勘所』
(日刊工業新聞社）を参加者全員にプレゼントいたします!
■受講対象
・設備から情報収集したいがPLCのラダー言語がわからない方
・設備からの情報収集項目の整理と活用のポイントを知りたい方
・品質向上や生産性向上をすぐに実現したい方

添付の申し込み書にて8月24日コースで申し込み下さい

よくわかるラダー言語の基本体験セミナー
①現場改善の進め方

②設備からの情報収集と活用のポイント

③ラダー言語による設備情報収集実体験



FAX ０５２－２２１－１２７１ E-mail nagoyaj-seisan@jeed.or.jp
※お申込みは、本紙の太枠内の必要事項をご記入の上、上記までFAXまたはメールにてお送りください。

なお、送り間違いにご注意ください

ポリテクセンター中部 基礎的ＩＴセミナー担当 行 受講申込書

コース番号： （ ー ）

コース名： （ ）
貴社名 申込ご担当者連絡先

TEL：

E-mail：

申込ご担当者 氏名 部署等

所在地 〒

企業規模（該当箇所に○） Ａ～29人 Ｂ～99人 Ｃ～299人 Ｄ～499人 Ｅ～999人 Ｆ1000人～

業種（該当箇所に○） 01建設業 02製造業 03運輸業 04卸売・小売業 05サービス業 06その他

（記入例） ふりがな こよう たろう

雇用 太郎
性別 ： 男 ・ 女
年齢 ： 41才

受講者名 ふりがな 性別 ： 男 ・ 女
年齢 ： 才

受講者名 ふりがな 性別 ： 男 ・ 女
年齢 ： 才

受講者名 ふりがな 性別 ： 男 ・ 女
年齢 ： 才

受講者名 ふりがな 性別 ： 男 ・ 女
年齢 ： 才

注意事項（お申込みの前に、下記の事項をご確認ください。）

【当機構の保有個人情報保護方針、利用目的】
（１） 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59号）を遵守し、保有
個人情報を適切に管理し、個人の権利利益を保護いたします。当機構では、必要な個人情報を、利用目的の範囲内で利用させていただきます。

（２） ご記入いただいた個人情報は、基礎的ＩＴセミナーの実施に関する事務処理（訓練実施機関への提供、本訓練に関する各種連絡、本訓練終了後のアン
ケート送付等）及び業務統計に利用させていただきます。

□個人での受講はできません。企業（事業主）からの指示による申込みに限ります。

□本訓練を実施する機関（企業）の関係会社（親会社、子会社、関連会社等）の方は受講できま
せん。

□応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。なお、申込締切時点の応募者が一定の人
数を下回る場合は、コースを中止又は延期させていただくことがありますので、あらかじめご了
承ください。

□受講料は訓練開始日より５営業日前（入金締切日）までにお振込をお願いします。詳細につき
ましては、受講申込書の到着確認後、申込ご担当者あてに郵送する請求書（※）をご確認くだ
さい。
※請求書の他、会場地図等も同封いたします。

なお、請求書がお手元に届かない場合は、当センター（052-221-8754）までご連絡ください。
また、入金締切日を過ぎてからのキャンセルは、受講料を全額ご負担いただきます。

☑正社員
□非正規雇用
□自営業、その他

□正社員
□非正規雇用
□自営業、その他

□正社員
□非正規雇用
□自営業、その他

□正社員
□非正規雇用
□自営業、その他

□正社員
□非正規雇用
□自営業、その他



主催：
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部
ポリテクセンター中部 生産性向上人材育成支援センター

〒460-0003名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見4階
TEL：052-221-8754 担当者 遠藤、池田、川口
E-mail：nagoyaj-seisan@jeed.or.jp
URL http://www3.jeed.or.jp/aichi/poly/biz/seisansei.html

あなたの会社のIT力を
強化して生産性アップ！

令和元年
７～８月開講コースのご案内

IT技術の活用に関心を持っている企業の皆様へ！！

基礎的ITセミナーのご案内

○ ｾﾐﾅｰｺｰｽは全部で29コースです。
○ 優秀な講師陣と受けやすい受講料（2,000~3,000円税別）
○ ｾﾐﾅｰｺｰｽの詳細、申込〆切日、受講申込書は次ページ以降

をご参照ください。

先着順ですので早めのご応募を！

共催：
愛知労働局
豊橋商工会議所
津島商工会議所
半田商工会議所



誰にでも起こりうる！情報漏えいの恐怖と対策

※情報漏えいの原因と対策

頭番号 ７ 受講料 ２，１６０円（税込）

受講時間 ９：３０～１２：３０ （ ３ 時間 ）

コース番号 右ページ参照（7-19、7-20、7-21、7-29）
講師 ㈱ラングローバル 船木 陽子氏

(ねらい）情報漏えいが発生する原因と漏えいを防止するために必要と
なる対策を理解する。

（内容）１．情報漏えいの原因（発生のプロセスや具体例、ネット被害の
実情と恐怖など）

２．情報漏えいの対策（個人と組織の対策、よくあるセキュリティ
トラブルと知っておきたい知識など）

（対象の方）明日は我が身に起きると捉え、基礎的な内容から普段の対
策まで入門編として受講されたい方

身近で起こる事例から学ぶ！
情報セキュリティ対策の必要性

※ケーススタディから学ぶインシデント対応

頭番号 ６ 受講料 ２，１６０円（税込）

受講時間 １３：３０～１６：３０ （ ３ 時間 ）

コース番号 右ページ参照（6-16、6-17、6-18、6-28）
講師 ㈱ラングローバル 船木 陽子氏

（ねらい）ＩＴを活用し業務を行う際に様々なインシデントが発生した際の
適切な対応について事例を通して理解する。

（内容）１．インシデント発生時の対応（情報化社会の現状と忍び寄る脅
威、情報セキュリティ対策についてなど）

２．インシデント発生事例に基づくケーススタディ（よくあるセキュ
リティトラブル、知らないでは済まされないネット常識など）

（対象の方）明日は我が身に起きると捉え、基礎的な内容から普段の対
策まで入門編として受講されたい方

相手に伝わるプレゼン資料作成

頭番号 ４ 受講料 ２，１６０円（税込）

受講時間 ９：３０～１６：３０ （ ６ 時間 ）

コース番号 右ページ参照（4-10、4-11、4-12、4-26）
講師 （特非）人財育成支援ネット 石井 康晴氏

（ねらい）プレゼンテーションソフトを活用し、相手に伝えたい内容をより
わかりやすく伝えるためのスライド作成のポイントを習得する。

（内容）１．目的に合わせたスライド作成（プレゼンテーション資料の種類
と特徴、デザイン機能の効果的な活用、視覚機能を活用した
スライド作りなど）

２．資料提案時のポイント（ターゲットの明確化、内容の構成の仕
方、ＰＤＣＡサイクルの活用など）

（対象の方）パワーポイントを使用したことがある方

社内ネットワーク管理に役立つＬＡＮの基礎

頭番号 ３ 受講料 ２，１６０円（税込）

受講時間 ９：３０～１２：３０ （ ３ 時間 ）

コース番号 右ページ参照（3-7、3-8、3-9、3-25）
講師 ㈱インテックス 中西 夏基氏 (変更の可能性あり)

（ねらい）ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）の概要とＬＡＮの技術につい
て理解する。

（内容）１．ＬＡＮの基礎（ネットワークとは、ネットワークの種類、歴史と特
徴など）

２．ＬＡＮの技術（ネットワークの構成要素、通信規格、ＩＰアドレな
ど）

３．パソコンＬＡＮの設定（パソコンのネットワーク設定、小規模
ネットワーク構築方法）

（対象の方）普段使用しているネットワークの仕組みを理解したい、会社
の小規模ＬＡＮを構築するための設定や機器を理解したい
方（スキルは不要です）

ＲＰＡによる業務の自動化

頭番号 １ 受講料 ２，１６０円（税込）

受講時間 １３：３０～１６：３０ （ ３ 時間 ）

コース番号 右ページ参照（1-1、1-2、1-3、1-22)
講師 日本システム開発㈱ 吉森 大介氏、牧野 樹師氏

（ねらい）ＲＰＡ（Ｒｏｂｏｔｉｃ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ）の概要を理解し、ＲＰ
Ａを活用することで業務を自動化し、業務効率を向上できること
を理解する。

（内容）１．ＲＰＡの概要（ＲＰＡとは、ＲＰＡの特徴、ビジネスとＲＰＡなど）
２．ＲＰＡの導入事例（業務事例、導入手順、失敗しないポイント、
理解度チェックなど）

（対象の方）ＲＰＡにご興味があり、基礎を学びたい方

ＩＴ活用で実現する次世代生産業務

※IT化を推進するためのつながる業務への理解

頭番号 ２ 受講料 ３，２４０円（税込）

受講時間 ９：３０～１６：３０ （ ６ 時間 ）

コース番号 右ページ参照（2-4、2-5、2-6、2-23、2-24）
講師 ㈱アムイ 山田 浩貢氏

（ねらい）生産活動をＩＴを用いて効率化する上で必要な前提知識である
「つながる」ことの重要性と情報とデータの関係を正しく理解す
る。

（内容）１．つながる業務の重要性（現場と事務所・顧客・仕入れ先など、
生産と経営・アフターなど）

２．情報とデータの関係（情報の収集・蓄積・活用の目的、情報整
理の手法と手順、ＩＴ活用による生産業務革新事例など）

（対象の方）・ＩＴを活用し、生産性向上・原価低減・品質向上を実現した
い経営者・管理者・ご担当者
・生産業務の基礎的な用語が理解できている方

初めてでもできるホームページ作成

※HTMLによるWebページ作成

頭番号 ５ 受講料 ２，１６０円（税込）

受講時間 ９：３０～１６：３０ （ ６ 時間 ）

コース番号 右ページ参照（5-13、5-14、5-15、5-27）
講師 (特非）人財育成支援ネット 高田 憲長氏 (変更の可能性あり)

（ねらい）ホームページの仕組みとＨＴＭＬによるＷｅｂページの記述方法
を習得する。

（内容）１．ＨＴＭＬの概要（ホームページを作成するための基礎知識、Ｗ
ebサイト開設の作成手順、ＨＴＭＬの仕様・記述方法など）

２．Ｗｅｂページの作成（文字や画像、色、表の作成、フレームに
よる分割など）

３．Ｗｅｂページの公開（サーバへのアップデート、データの更新
など）

（対象の方）Ｗｅｂページを初めて作成される方

※印はポリテクセンターの「基礎的ITセミナー」のコース名です。

※ご参加されたいコースを右の表の会場、
日程から選んでいただき、最後のページの
受講申込書に該当するコース番号とコース
名および所定記入事項をご記入の上お申し
込み下さい。



名古屋会場

日本シス
テム開発

インテッ
クス

アムイ
人財育成
ネット

ラングロー
バル

８月 ８月 ７月 ８月 ８月 ８月

６日
(火)

27日
(火)

２７日
(土)

２４日
(土)

６日
（火）

２０日
（火）

２３日
（金）

ｺｰｽ番号 1-22

時間 午後

申込〆切日 7/26

ｺｰｽ番号 2-23 2-24

時間 ６Ｈ ６Ｈ

申込〆切日 7/18 8/15

ｺｰｽ番号 3-25

時間 午後

申込〆切日 8/16

ｺｰｽ番号 4-26

時間 ６Ｈ

申込〆切日 7/26

ｺｰｽ番号 5-27

時間 ６Ｈ

申込〆切日 8/8

ｺｰｽ番号 6-28

時間 午後

申込〆切日 8/14

ｺｰｽ番号 7-29

時間 午前

申込〆切日 8/14

豊橋商工会議所会場 津島商工会議所会場 半田商工会議所会場

７月 ８月 ７月 ８月 ７月 ８月

８日
（月）

２０日
（土）

２７日
（土）

３日
（土）

１７日
（土）

１０日
（水）

１０日
（土）

１７日
（土）

２４日
（土）

３１日
（土）

１１日
（木）

２０日
（土）

３日
（土）

２４日
（土）

３１日
（土）

ｺｰｽ番号 1-1 1-2 1-3

時間 午後 午後 午後

申込〆切日 6/27 7/1 7/2

ｺｰｽ番号 2-4 2-5 2-6

時間 ６Ｈ ６Ｈ ６Ｈ

申込〆切日 7/10 8/1 8/22

ｺｰｽ番号 3-7 3-8 3-9

時間 午前 午前 午前

申込〆切日 6/27 7/1 7/2

ｺｰｽ番号 4-10 4-11 4-12

時間 ６Ｈ ６Ｈ ６Ｈ

申込〆切日 7/18 8/15 7/10

ｺｰｽ番号 5-13 5-14 5-15

時間 ６Ｈ ６Ｈ ６Ｈ

申込〆切日 8/7 8/22 7/25

ｺｰｽ番号 6-16 6-17 6-18

時間 午後 午後 午後

申込〆切日 7/25 8/7 8/15

ｺｰｽ番号 7-19 7-20 7-21

時間 午前 午前 午前

申込〆切日 7/25 8/7 8/15

【会場住所】

・豊橋商工会議所 豊橋市花田町字石塚４２－１
ＴＥＬ．０５３２－５３－７２１１

・津島商工会議所 津島市立込町４－１４４
ＴＥＬ．０５６７－２８－２８００

・半田商工会議所 半田市銀座本町１－１－１
ＴＥＬ．０５６９－２１－０３１１

・日本ｼｽﾃﾑ開発(株) 名古屋市中村区名駅4-2-28
名古屋第２埼玉ビル８階
ＴＥＬ．０５２－５５１－１８６１

・(株)インテックス 名古屋市中村区椿町２１-２
第２太閤ビルティング５階
ＴＥＬ．０５２－４８５－８４０７

・(株)アムイ 名古屋市東区東桜1-10-9
栄プラザビル２階

ＴＥＬ．０５２－９７１－１０２０
・(特非)人財育成支援ﾈｯﾄ名古屋市東区葵3-15-31

千種第２ビル３階
ＴＥＬ．０５２－２２８－０６８１

・(株)ﾗﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ (独)高齢・障害求職者雇用支援機構

愛知支部名古屋事務所内

名古屋市中区錦1-10-1
ＭＩテラス名古屋伏見５階

ＴＥＬ．０５２－２２１－８７５４

※（時間） 午前：９：３０～１２：３０ 午後：１３：３０～１６：３０ ６Ｈ：９：３０～１６：３０（昼休憩１Ｈ）


