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研修名
IoT

製造現場におけるIoT活用

業務
効率化

システム
開発
その他

開催日

受講料(円)

2/16 (木)〜17(金)

1/31 (火)

25,000

機械学習に役立つ Python 数値計算ライブラリ入門
〜データ加工・集計ライブラリGoogle Colaboratory編〜

1/19 (木)〜20(金)

12/27 (火)

18,000

kintone操作・活用・アプリ作成入門

1/12 (木)〜13(金)

12/20(火)

13,000

kintone 業務アプリ作成 アプリ作成基本＋実践編

1/ 26 (木)〜27(金)

1/10 (火)

18,000

Microsoft Power Automate〜業務自動化のためのRPAツール〜

2/28 (火)〜3/1(水)

2/ 9 (木)

21,000

ネットワーク基礎
〜ネットワークとセキュリティ対策の概要理解〜

2/ 9 (木)〜10(金)

1/24 (火)

25,000

顧客の心をつかむITソリューション提案の実践

2/ 2 (木)〜 31(金)
3(金)

1/17 (火)

22,000

社内における情報セキュリティ対策

2/21 (火)〜22(水)
31(金)

2/ 3 (金)

21,000

UXDアプローチによるサービスリデザイン

3/ 9 (木)〜10(金)

2/20 (火)

24,000

ᴗ僪ᅋయྥ傷僔

〜PLCデータ収集〜

締切日

※受講料は、消費税(10％)を含みます。

傚儎兠儤兠充儈儭ᐇ㊶◊ಟ傛僨ཷ傷傷僌傰僰僤傿傏傍
ヲ傽債僕傎儿兠兄儾兠儜僸傺ぴ債僆傻傪䲑

䣆䣚⤒Ⴀᡓ␎僪儫儜儣兏ᛮ⪃傎儫儜儣兏兟儈儲儽兠儛克兗兎優免儛兠僸⩦ᚓ傿僱傍
集合研修
オンライン研修
集合研修
e-ラーニング

傚兎儝儑兎兗儔◊ಟ傛僨㛤ദ傽僌傪僤傿傏

情報活用力養成研修〜情報の収集・整理・分析編
開催日 12/ 7(水)

締切日 11/15(火)

ビジネス活用のためのAI・人工知能研修
開催日 1/17(火)

デザイン思考研修

締切日 12/20(火)

受講料 20,000円
受講料 21,000円

〜イノベーション実現のプロセスを学ぶ

開催日 1/25(水)

締切日 12/28(水)

受講料 20,000円

締切日 11/21(月)

受講料 2,000〜8,000円

DXに必要なデジタルイノベーション・リテラシーの習得（９講座）
開催日 12/12(水)〜翌年2/5(日)

※リスキリング研修は、
岐阜県内にお勤めでない方・
岐阜県内にお住まいでない方は、
受講料が2倍となります。
※受講料は、消費税10％を含みます。

IoT
ᖘឬ༴بǩǈǏȉ,R7൭ཽᯃ3/&ȼɭȴӠᯃ
ǑȑǨૐǩ
ǈǗǗǿ᭨

ɬ,R7ȐਰឳǓȊǤǂȉૐƩ,R7ǬਰឳȐటᗦǓȊǤǂȉૐƪ
ɬܩᜂˍ̷Ǧ̢ᨰዖǩȀǦǣǋݥϗǬѹȐϢ̢ခǩᗛᘦǕǼǗƪ

ዖဧ౹

ɬȠșȱɨম്Ǧ,R7ীᕝȐᔯӿǓǙƩ,R7ҕǬᘩᧆǦݥϗȐឳǿȉɒșɨȽǩǢǂǤƩˍ̷Ȑ˝ǆǤᗛᘦǕǼǗƪ
ɬཹེᗲΓǬǉȇǬȼɭȴӠૐ്ȐɞȯɎɟɭɆșȂ3/&ȻȮȴɭǨǧǬܩዖಐ֬ȐཽǂǝคዖǩȆȈዖǕǼǗƪ
ɬӠǕǝȼɭȴȐӳᗆҕǗȉǑǦǥƩᗲΓᄀΡकاǬƳᗃǆȉҕƴȐ̢ᨰǕǼǗƪ

᭶᭳ᖘឬ༴بǩǈǏȉ,R7൭ཽ
᭭᭶᭮ᖘឬǩǈǏȉᘩᧆǦ,R7ݥϗȐឳǿȉম
᭭᭷᭮,R7൭ཽǬɒșɨȽ
ɬ࠳קтප᭴Յᛍ͔ᗹ᭴ཹེࣕԈʚ
ዖϧܶ

᭷᭳ɞȯɎɟɭɆșǩȆȉᗲΓȼɭȴǬӳᗆҕคዖ
᭭᭶᭮ɞȯɎɟɭɆșǬ̨ؗ
᭭᭷᭮ᗲΓǉȇǬȼɭȴȐӠ
᭭᭸᭮ȼɭȴɎɭȮǩȼɭȴȐᑮᄉ
᭭᭹᭮ӳѷ༞ǦǕǤȼɭȴȐӳᗆҕ
᭸᭳3/&ǬؗႧၥᙧ
᭭᭶᭮ߥب,R7ীᕝዧǩഘǿȇȊȉȮȢɠ
᭭᭷᭮ᥚഎƩ3/&ǬؗႧၥᙧ
᭭᭸᭮ߥب,R7ȬȮȻɕᣙম

᭹᭳ɞȵɭᗠᘞǩȆȉȪɨɌɠȨɭȼȘɨȥ
᭭᭶᭮ؗйࢨ
ɬϗСѡǬؗ*;:RUNVǬ̨ૐ്
᭭᭷᭮ɞȵɭɌɢȥɞɔɨȥǬؗႧ
ɬᎉ͔߫৻ᜀȴșɓɭᜀȠțɨȴᜀ
᭭᭸᭮ᗲΓकاӠˍ̷
ɬɟȗɠȴșɕकاӠދकاӠ
 ᎽՅ୴̄ оԃ୕ɓȮȴᗲܥ
᭭᭹᭮3/&ǉȇ3&ǶǬȼɭȴӠɬӳᗆҕคዖ
Ĩ3/&᭭ȬɭȦɨȪ᭮ǭƩ
Ƴʙᐱᥚಐᖘ);*Ȭɟɭȯ᭮ƴȐཽ̳ǕǼǗƪ

хੀၥᙧ

ɬ3&Ǭ̨Ǌᕚǆȉૐƪ
ɬ,R7ݥϗɬ൭ཽȐǕǝǂૐƩཹེীᕝᣓǬᆈ༷ዧࡿዧǬૐƪ

ᣙΕૢ

˾Բࠚૢ  ᯃૢ ᠸ
ᯃ᭭ၰ͚ᣜᣜ᭮

ᣙΕب

ȲɊȽɉȗȭɘɆɨ
ȾɟɭɕɬȨȗ)ɂȤȮȽȨȗ

ཽ̳ȲɊȽ

7HUD7HUPƩ3\WKRQƩ*[:RUNV

ӣᙖૂ

Ϩ

ྃቖШ

˾Բࠚૢ 

ѽ˨લ

Ԅ᭭େុݦᕚ˨લԄ᭮

໗ᗫˍ

3/&Ʃ5DVSEHUU\3LǭǑǟȇǥෛΓǕǼǗƪ᭭ǈ৻ǟࠃȈǩᣢǕǤǭƩᙖࠀǦǒဪᘯǍǞǓǂƪ5DVSEHUU\3LǭƩвឣᙖࠀȆȈλǥੀ̽ӳጻǥǗƪ᭮



業務効率化
ಐ௳ዖǩᄳǢ3\WKRQલͱᗣᆁɞșɋɞɟϗᣓၰ͚
ᯃȼɭȴѣߥɬᗣɞșɋɞɟ*RRJOH&RODERUDWRU\ᯃ
ǑȑǨૐǩ
ǈǗǗǿ᭨

ɬ3\WKRQǬؗခǨɞșɋɞɟȐឨǖȼɭȴЧஊǬૐ്Ȑȑǥǽǝǂૐƪ
ɬಐ௳ዖǬዖǩେ។ǨƩᘎᧆǬ*RRJOH&RODERUDWRU\ǩ᎕ԧǬǀȉૐƪ

ዖဧ౹

ɬಐ௳ዖǬైᖽǦǛǬমǩǢǂǤዖǕǼǗƪ
ɬȼɭȴȪșȝɨȮȂƩಐ௳ዖɬȼȘɭɌɞɭɀɨȥǥࢴᦰǦǨȉȼɭȴЧஊɞșɋɞɟ QXPS\
PDWSORWOLESDQGDV ǬؗႧǩǢǂǤ3\WKRQȐឨǖǤዖǕǼǗƪ
ɬȼɭȴЧஊɞșɋɞɟǬ̳ǂૐǦ൭ཽૐ്ǩǢǂǤคዖȐឨǕǤ̢ᨰǕǼǗƪ
3\WKRQᣙཙـ
ɬ*RRJOH&RODERUDWRU\Ǧǭ
ɬ*RRJOH&RODERUDWRU\Ǭؗခ̨ૐ്

ዖϧܶ

PDWSORWOLEȐཽǂǝȥɞɊǬᕦႯ
ɬયߵג
ɬɇȮȽȥɞɕ
ɬఁȥɞɊ
ɬ্ȊቒȥɞɊ
ɬคዖ

ಐ௳ዖǬైᖽ
ɬಐ௳ዖǦǭ
ɬಐ௳ዖǬ჻
ɬಐ௳ዖǬম
ɬಐ௳ዖǩࢴᖽǨલ
ɬคዖ

SDQGDVȐ̳ǡǝȼɭȴǬѣߥ
ɬSDQGDVǬᗣಐጻ
ɬSDQGDVȐ̳ǡǝȼɭȴǬӳᗆҕ
ɬคዖ

QXPS\ǩȆȉલͱᗣᆁ
ɬQXPS\Ǭؗ
ɬQXPS\ǩȆȉ᠉Яᗣᆁ
ɬคዖ

ቍӿคዖ
ɬಐ௳ዖȐȂǡǤǽȆǄ
VFLNLWOHDUQȐཽǂǝቒࢆࠃคዖ

хੀၥᙧ

ɬ:LQGRZVǬ̨ؗǊǥǋȉǑǦƪ
ɬɌɢȥɞɔɨȥǬؗႧၥᙧȐ৻ǟƩ3\WKRQǩᗜȊǝˍǊǀȉǦݪӳƪ
ĨӣᙖǩǭƩ*RRJOHȗȠțɨȽȐǒཽऴǕǤǍࢴᖽǊǀȈǼǗƪ

ᣙΕૢ

˾Բࠚૢ  ᯃૢ ᠸ
ᯃ᭭ၰ͚ᣜᣜ᭮

ᣙΕب

ȲɊȽɉȗȭɘɆɨ
ȾɟɭɕɬȨȗ)ɂȤȮȽȨȗ

ཽ̳ȲɊȽ

3\WKRQƩ*RRJOH&RODERUDWRU\

ӣᙖૂ

Ϩ

ྃቖШ

˾Բࠚૢ 

ѽ˨લ

Ԅ᭭େុݦᕚ˨લԄ᭮

2

NLQWRQH̨ɬ൭ཽɬȗɌɟ̨ওϗᣓ
ǑȑǨૐǩ
ǈǗǗǿ᭨

ɬǑȊǉȇႱϧǥNLQWRQHǬдཽȐڵǿȉɛɭȫɭǬૐƪ
ɬNLQWRQHǥȗɌɟȐ̨Ȉڵǿǝǂૐƪ

ዖဧ౹

ɬNLQWRQHǩǑȊǉȇӢȈመǾૐԈǏǬϗᣓȨɭȮƪ
ɬؗခǨȗɌɟǬ̨ɬ̨ওૐ്ǦʔᗌᕦႯɬȥɞɊᗲܥǨǧҵʔǬѺȗɌɟȐ̨ওǗȉૐ്ȐǱǼǗƪ

ዖϧܶ

᭶᭳NLQWRQHȗɌɟǬ̨ؗ
ɬɒɭȴɠǬ̳ǂૐȗɌɟǬ̳ǂૐ
᭭ᕦႯɬពѣɬɬтᤓɬϬдཽ᭮
ɬሢȈǑǽɬᗣǬ̳ǂૐ
ɬɊȖșɠǩୁǋСǗᘧǽǾ
ɬȮɏɭȮȮɡȸȾǬ̳ǂૐ
ɬȨɖɨȽȼɭȴǬ٭ାދǬ႓ᘘૐ്

ɬɞɎɠ܄Я ᭶ᕚ ɟȸȶȝȼȘȴɭ܄Я ᖜલᕚ
લͱᗣᆁɞȭȟɑȴɨȶȜȸȤɑȸȤȮᖜલៜ
ȾɢȸɌȵțɨૢ˸оૢඩ˸ɊȖșɠɟɨȤ
ɛɭȫɭៜመቿៜȥɠɭɌៜȮɏɭȮቒ
ȥɠɭɌȻɭɋɠɡȨɭȾྟӹ̨ওዧ̨ওૢ
ାዧାૢ

᭷᭳NLQWRQHȗɌɟǬ̨ওૐ്
ɬȪɨɌɠȗɌɟǉę̑ওǗȉ
ɬȗɌɟȐаǿǉę̑ওǗȉ
ɬȗɌɟȐϬдཽǕǤ̨ওǗȉ
ɬȝȤȰɠɊȖșɠǉę̑ওǗȉ
ɬȻɨɌɡɭȽǉę̑ওǗȉ

᭺᭳NLQWRQHȥɞɊǬᗲܥ
ɬȥɞɊǬ̨ওᖜᖘтᤓ
ɬఁȥɞɊϨȥɞɊ্ȊቒȥɞɊȤɢȮᗣᕦ

᭸᭳NLQWRQHȗɌɟɊȞɭɕǬᗲܥ

᭹᭳NLQWRQHȗɌɟʔᗌǬᗲܥ
ɬʔᗌǬ̨ওᖜᖘтᤓ

᭻᭳ȗɌɟǬӾ჻ᗲܥ
ɬȗɌɟȗșȨɨᘦȻɭɓᗲܥ
ɬȠȻȩɟɭ
᭼᭳NLQWRQHȗɌɟǬтᤓ
᭽᭳ܩᜂᘩᧆƳܪӴࠄȗɌɟǬ̨ওƴ

хੀၥᙧ

ɬ3&ǬؗခǨ̨ǊժᧆǨǍǥǋȉǑǦƪ
ɬ3&৻ǬبӿƩ0DFӚǭ:LQGRZVǥǀȉǑǦƪ*RRJOH&KURPHǊșɨȮȽɭɠǓȊǤǂȉǑǦƪ

ᣙΕૢ

˾Բࠚૢ  ᯃૢ ᠸ
ᯃ᭭ၰ͚ᣜᣜ᭮

ᣙΕب

ȲɊȽɉȗȭɘɆɨ
ȾɟɭɕɬȨȗ)ɂȤȮȽȨȗ

ཽ̳ȲɊȽ

NLQWRQH

ӣᙖૂ

Ϩ

ྃቖШ

˾Բࠚૢ 

ѽ˨લ

Ԅ᭭େុݦᕚ˨લԄ᭮

໗ᗫˍ

ɬȗȠțɨȽȐǈ৻ǟǥǨǂૐǭƩˍхǩ̢ᨰ່ǬȗȠțɨȽ᭭ૢᣜૂ᭮ȐӢࢣǕǤǍǞǓǂƪ

NLQWRQHѺȗɌɟ̨ওȗɌɟ̨ওؗ᭰ܩᜂ
ǑȑǨૐǩ
ǈǗǗǿ᭨

ɬNLQWRQHؗಐጻȐ൭ཽǕǤȗɌɟ̨ওɡɎɠȐʚǐǝǂૐƪ
NLQWRQHǬ̨ؗǩǢǂǤǀȉჰ࠱̨ওǥǋȉૐԈǏ ƪ

ዖဧ౹

ɬؗခǨNLQWRQHȗɌɟ̨ওǦƩࢻཽခǨȗɌɟ̨ওǩǢǂǤǴǑǦǊǥǋȉȨɭȮǥǗƪ
ɬᖜલȗɌɟȐǂǞɠȸȤȗȸɌƩᣢឯɡȨɭȾƩឨၥȂɌɢȰȮᆈ༷ಐጻȐᠴခǩዖࢣǕƩ̷ܩȐ
φǩᘩᧆȗɌɟȐܞওǓǙǼǗƪ
᭶᭳NLQWRQHȗɌɟǬ̨ওૐ്
ɬȪɨɌɠȗɌɟǉę̑ওǗȉ
ɬȗɌɟȐаǿǉę̑ওǗȉ
ɬȗɌɟȐϬдཽǕǤ̨ওǗȉ
ɬȝȤȰɠɊȖșɠǉę̑ওǗȉ
ɬȻɨɌɡɭȽǉę̑ওǗȉ

ዖϧܶ

᭹᭳NLQWRQHȥɞɊǬᗲܥ
ɬȥɞɊǬ̨ও
 ఁȥɞɊϨȥɞɊ্ȊቒȥɞɊ
ȤɢȮᗣᕦ

᭷᭳NLQWRQHȗɌɟɊȞɭɕǬᗲܥ
ɬɞɎɠ܄Я ᭶ᕚ ɟȸȶȝȼȘȴɭ
܄Я ᖜલᕚ લͱᗣᆁɞȭȟɑȴɨ
ȶȜȸȤɑȸȤȮᖜલៜȾɢȸɌȵțɨ
ૢ˸оૢඩ˸ɊȖșɠɟɨȤ
ɛɭȫɭៜመቿៜȥɠɭɌៜȮɏɭȮ
ቒȥɠɭɌȻɭɋɠɡȨɭȾྟӹ̨ওዧ
̨ওૢାዧାૢɠȸȤȗȸɌ
ᣢឯɡȨɭȾʔᗌ

᭸᭳NLQWRQHȗɌɟʔᗌǬᗲܥ
ɬʔᗌǬ̨ওᖜᖘтᤓ

᭺᭳ȗɌɟǬӾ჻ᗲܥ
ɬȠȻȩɟɭ
ɬȗȤȬɜɨ
ɬ୴̄ឨၥ
᭭ȗɌɟɡȨɭȾɟɓșɨȵɭ᭮
ɬȗȤȰȮಀ
᭭ȗɌɟɡȨɭȾɊȘɭɠȾ
ɬɌɢȰȮᆈ༷NLQWRQHȗɌɟǬтᤓ
᭻᭳ܩᜂᘩᧆƳѺૢاȗɌɟǬ̨ওƴ
᭼᭳ܩᜂᘩᧆƳժǂӿȍǙȗɌɟǬ̨ওƴ

хੀၥᙧ

ɬ3&ǬؗခǨ̨ǊժᧆǨǍǥǋȉǑǦƪ
ɬ3&৻ǬبӿƩ0DFӚǭ:LQGRZVǥǀȉǑǦƪ*RRJOH&KURPHǊșɨȮȽɭɠǓȊǤǂȉǑǦƪ

ᣙΕૢ

˾Բࠚૢ  ᯃૢ ᠸ
ᯃ᭭ၰ͚ᣜᣜ᭮

ᣙΕب

ȲɊȽɉȗȭɘɆɨ
ȾɟɭɕɬȨȗ)ɂȤȮȽȨȗ

ཽ̳ȲɊȽ

NLQWRQH

ӣᙖૂ

Ϩ

ྃቖШ

˾Բࠚૢ 

ѽ˨લ

Ԅ᭭େុݦᕚ˨લԄ᭮

໗ᗫˍ

ɬȗȠțɨȽȐǈ৻ǟǥǨǂૐǭƩˍхǩ̢ᨰ່ǬȗȠțɨȽ᭭ૢᣜૂ᭮ȐӢࢣǕǤǍǞǓǂƪ

3

0LFURVRIW3RZHU$XWRPDWHᯃѺᎉѷҕǬǝǿǬ53$ȹɭɠᯃ
ǑȑǨૐǩ
ǈǗǗǿ᭨

ɬѺǬᎉѷҕǩ᎕ԧǬǀȉૐƪ
ɬ53$ȐཽǂǝѺǬᎉѷҕȐܩ༴Ǖǝǂૐƪ

ዖဧ౹

ɬᖘឬϘᎧѺǬཹེࣕǬԈʚȐǿǔǕǤƩѭ༞ҕƩ౹ෛҕƩઞնǩԈǏǝѺǬᎉѷҕȻȤɀȸȤ
ӜǱ53$ȹɭɠǬϢ̢ခǨ൭ཽম്ǩǢǂǤዖࢣǕǼǗƪ
᭶᭳53$ైᖽ
᭭᭶᭮53$Ǧǭ
᭭᭷᭮ᎉѷҕǩ។ǕǝѺɬ។ǓǨǂѺ
᭷᭳3RZHU$XWRPDWHIRU'HVNWRS
᭭᭶᭮3RZHU$XWRPDWHIRU'HVNWRSǬؗकا
᭭᭷᭮ཙـౝᆓ
᭭᭸᭮ɊɢɭǦȗȤȬɜɨ
᭸̨᭳ؗǦйࢨౝ
᭭᭶᭮ɖȸȰɭȭɑȸȤȮǦ٭લ
᭭᭷᭮ЧޓЖ༷
᭭᭸᭮ኋȈឆǕЖ༷
᭭᭹̨᭮ȐᗫᢉǗȉɡȨɭȵɭಐጻ
᭭᭺᭮ȢɭɑɭȾȂɓțȮǬ̨
᭭᭻᭮ɊɢɭǬٲСѡǦ5RELQ
᭹᭳ѺǬɊɢɭҕ
᭭᭶᭮ɊɢɭȶɘɭȽ
᭭᭷᭮ɊɢɭȶɘɭȽǉȇ3RZHU$XWRPDWHǬɊɢɭȐ̨ȉ
᭺᭳ܩѺခǨɊɢɭǬ̨ও
᭭᭶᭮([FHOǬ̨
᭭᭷᭮:HEǬ̨

ዖϧܶ

᭻᭳ǛǬ˶ಐጻ
᭭᭶᭮ȝɞɭཹǬݘЖ
᭭᭷᭮ȪɋɊɢɭǬܥዉǦԬǱСǕ

хੀၥᙧ

ɬ:LQGRZVǬؗခǨ̨ǊСȉǑǦƪ

ᣙΕૢ

˾Բࠚૢ  ᯃૢ ഒ
ᯃ᭭ၰ͚ᣜᣜ᭮

ᣙΕب

ȲɊȽɉȗȭɘɆɨ
ȾɟɭɕɬȨȗ)ɂȤȮȽȨȗ

ཽ̳ȲɊȽ

0LFURVRIW3RZHU$XWRPDWH
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໗ᗫˍ

ɭ

4

システム開発
ɂȸȽɤɭȤؗႧᯃɂȸȽɤɭȤǦȰȢɚɟȻȘݘᅮǬైᖽ༷ᗛᯃ
ǑȑǨૐǩ
ǈǗǗǿ᭨
ዖဧ౹

ɬɂȸȽɤɭȤǬైᖽȐ̢ᇵခǩǱǝǂૐǩǈǗǗǿǬᙖ࠲ǥǗƪ
ɬᙖዉǦคዖȐឨǕǤƩƳɂȸȽɤɭȤǬైᖽǦȰȢɚɟȻȘݘᅮǬైᖽǬ༷ᗛƴȐዖǕǼǗƪ
ɬ7&3,3ǬైᖽƩȰȢɚɟȻȘݘᅮǬؗȐ༷ᗛǗȉǑǦǊǥǋȉǩǨȈǼǗƪ
ɬ࠲ǞǏǥǭǨǍคዖժᧆȐᗛǍǑǦǩȆǡǤƩ༷ᗛ࠱ȐඣǿȉɌɢȥɞɕǥǗƪ
᭶᭳ɂȸȽɤɭȤǬైᖽ
ɂȸȽɤɭȤǬైᖽ
ɂȸȽɤɭȤǬ჻
ɂȸȽɤɭȤǬឨ͖ಐ֬
ɂȸȽɤɭȤȽɒɢȭ᭭ਮሴࢆे᭮

᭾ȰȢɚɟȻȘݘᅮ
ȰȢɚɟȻȘݘᅮǬૐ്
țȘɠȮݘᅮȲɊȽǬșɨȮȽɭɠ
ɊȖșȗțȞɭɠǬᗲኲ
ɌɢȢȬȪɭɅǬᗲኲ
'0=Ǭᗲኲ

᭷ɌɢȽȨɠǬᤧފౝឬ
ɌɢȽȨɠ
26,Әɗȼɠ
7&3,3ɗȼɠ

᭶᭵᭳ଣӹҕীᕝǦᘘᗹীᕝ
ଣӹҕীᕝ
ଣӹૐࡢ
ᘘᗹীᕝ
ȼȘȭȴɠኴԄ
ᘘᗹݹ
ȪɭɅᗹୁ᭭66/ȪɭɅᗹୁ᭮

᭸ȗɌɟȦɭȬɜɨފǬɌɢȽȨɠ
ȗɌɟȦɭȬɜɨފǬ̝ኲǣǏ
˽ᕦခǨɌɢȽȨɠǬ჻
+773᭴+7736
)73
ɖɭɠǩᣢǗȉɌɢȽȨɠ
'+&3
'16
᭹᭳ȽɞɨȮɒɭȽފǬɌɢȽȨɠ
ȽɞɨȮɒɭȽފǬ̝ኲǣǏ
˽ᕦခǨɌɢȽȨɠǬ჻
7&3
8'3
ዖϧܶ

᭺᭳șɨȴɭɂȸȽފǬɌɢȽȨɠ
șɨȴɭɂȸȽފǬ̝ኲǣǏ
˽ᕦခǨɌɢȽȨɠǬ჻
,3
1$7
1$37
$53
᭻ɂȸȽɤɭȤșɨȴɊȜɭȮފǬɌɢȽȨɠ
ɂȸȽɤɭȤșɨȴɊȜɭȮފǬ̝ኲǣǏ
(WKHUQHW
&60$&'ૐࡢ
ቒɂȸȽɤɭȤǬᗄை
᭼ɂȸȽɤɭȤȨɓɨȾ
ɂȸȽɤɭȤȨɓɨȾǬ჻
ǼǦǿឨ͖ǬǕǍǽ
᭽ጽۅǦጾࡳࣕ
ጽۅǦጾࡳࣕǬ჻
ɓɠțȜȗ
'R6ટ
౹ခટ
:HEȗɌɟȦɭȬɜɨǬጾࡳࣕȐǢǂǝટ

хੀၥᙧ

ɬɂȸȽɤɭȤǬؗႧȐǱǝǂૐƪ
ɬ,7ྎሜᨰǬૐƪ

ᣙΕૢ

˾Բࠚૢ  ᯃૢ ᠸ
ᯃ᭭ၰ͚ᣜᣜ᭮

ᣙΕب

ȲɊȽɉȗȭɘɆɨ
ȾɟɭɕɬȨȗ)ɂȤȮȽȨȗ

ཽ̳ȲɊȽ

ɬ*RRJOH&KURPH
ɬȪȤɞȝȼȘȴ
ɬ)LOH&DSVXOH'HOX[H3RUWDEOH
᭭ɬ]LSᅥǬᗛЏȲɊȽ᭮
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その他
ܪǬࢳȐǢǉǾ,7ȲɟɚɭȬɜɨੀǬܩᜂ
ǑȑǨૐǩ
ǈǗǗǿ᭨

ɬ,7ȲɟɚɭȬɜɨੀȂႱϧǶǬकاҕ̇྇ȐᕚǄǩƩǧǬȆǄǨȮȻȸɌǥᕚǆǮȆǂǉऋȑǥ
ǂȉૐƪ
ɬɇȗɟɨȥǨǧǥƩɀɭȯȐȆȈඣǍਧȈʛǐǤकاӠȐǗȉǩǭƩǧǄǗȊǮȆǂǉאǡǤǂȉૐ
ɬӠǕǝकاȐǧǬȆǄǩ༷ǕǤƩੀɬ̇྇ȮȽɭɟǩǈǦǙǮƩܪǬࢳȐǢǉǿȉǉऋȑǥ
ǂȉૐƪ

ዖဧ౹

ɬܪǬံǬɀɭȯȐᗃǢǏСǕƩܪǬࢳȐǢǉǾ,7ȲɟɚɭȬɜɨȐੀႯǗȉૐ്ȐዖǕǼǗƪ
ɬƳܪǩᣢǗȉकاӠǬ˵ૐƴƩƳܪǦǬਮᗜǬ˵ૐƴƩƳܪɀɭȯǬࡧǋСǕૐƴƩƳܪǊ
ံǩǾᗛനǬੀႯƴǦǂǡǝȮȢɠȐዖࢣǕǼǗƪ
ɬ́ᘦɬటᗹੀʔឯǬɌɢȰȮȐၥȈƩܪǊံǩǾȲɟɚɭȬɜɨȐੀႯǗȉɃțɄțȐᜰǩ˸Ǐ
ǼǗƪ
᭶᭳,7ੀǥዥǆȉɒșɨȽ
᭭᭶᭮,7ੀǦǭ
᭭᭷᭮,7ੀǬȮȴșɠ

᭻᭳́ᘦౝᆓคዖ᭭ȥɠɭɌคዖ᭮
ˍ̷ժᧆǩࢢǂƩ5)3ᅥǉȇकاȐ
ӠǕੀǬ́ᘦȐౝᆓǗȉ

᭷᭳́ᘦటᗹੀǬȗɌɢɭȶǬϘ̢
᭭᭶᭮ੀǬ˸ѣ̀ͱȐᩒǿȉ
᭭᭷᭮Ƴ˸ѣ̀ͱȐᩒǿȉੀȗɌɢɭȶ

ዖϧܶ

᭼᭳ƷȗɌɢɭȶťƸܪᗱժ
᭭ȥɠɭɌคዖȐԏǽǼǗ᭮
᭭᭶᭮ɇȗɟɨȥǩᣢǗȉෛΓ
᭭᭷᭮ɇȗɟɨȥǬܩম
᭸᭳ƷȗɌɢɭȶŢƸੀ൭ѷǬȢȸȠȦ᭭ȥɠɭɌคዖȐԏǽǼǗ᭮ ᭭᭸᭮ȨɔɚɀȦɭȬɜɨȐዥǆȉ
᭭᭶᭮ȢȸȠȦǩǂǉǩȗɨȻȿȐǭȉǉ
᭭᭷᭮Ƴ5)3ǉȇੀȐ̨ȉǩǭƴ
᭽᭳ƷȗɌɢɭȶŦƸܪɀɭȯǬ႓ܥ
᭭᭶᭮ɇȗɟɨȥሟஎǥ́ᘦȐటᗹ
᭹᭳ƷȗɌɢɭȶţƸܪकاǬӠɬЧஊ
᭭᭷᭮ሜ֊Ȑ٭ǆȉकا൭ཽম്
᭭᭶᭮कاӠǬૐԈࣕ
᭭᭸᭮ᘵ༷ခǩᘎȐመǽᄳǤȉ
᭭᭷᭮ܪकاǬӠ
᭭᭸᭮ӠǕǝकاȐЧஊǗȉ
᭾᭳ƷȗɌɢɭȶŧƸੀᩇ܀Ǭ̨ও
᭭᭹᭮ȆǍǀȉकاҕǬᘩᧆȐၥȉ
᭭᭶᭮ੀᩇ܀ǥനǿȉǑǦ
᭭᭷᭮ੀୁǬ̨ওǶ
᭺᭳ƷȗɌɢɭȶŤƸ́ᘦȐᄳǤȉ
᭭᭸᭮ੀᩇ̨܀ওคዖ᭭ȥɠɭɌคዖ᭮
᭭᭶᭮6:27Чஊǉȇ́ᘦȐݥǋСǗ
᭭᭷᭮ӠǦયǥ́ᘦȐ̨ȉ

хੀၥᙧ

ɬܪǶ,7ੀȐᕚǄૐƩǼǝǭႱϧǶǬकاҕ̇྇Ȑዥǆȉૐƪ

ᣙΕૢ

˾Բࠚૢ  ᯃૢ ᠸ
ᯃ᭭ၰ͚ᣜᣜ᭮

ᣙΕب

ȲɊȽɉȗȭɘɆɨ
ȾɟɭɕɬȨȗ)̏ᙰܬ

ཽ̳ȲɊȽ



ӣᙖૂ
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ྃቖШ

˾Բࠚૢ 

ѽ˨લ

Ԅ᭭େុݦᕚ˨લԄ᭮

ႱϧǩǈǏȉकاȰȢɚɟȻȘݘᅮ
ǑȑǨૐǩ
ǈǗǗǿ᭨

ɬႱϧǬकاȰȢɚɟȻȘȐࡿǓȊǤǂȉૐƩ˯࢞ࡿǓȊȉૐƪ

ዖဧ౹

ɬȻɡɤɭȤȂȻɡɈ̏ᙰᅥǊݥϗǓȊƩɖɭɠȂ616ȐऌཽǕǝɊȘȸȬɨȥᗽೃǨǧƩૢࠇཹ൭ǞǏǥ
ǨǍ֊д൭ѷǩǈǂǤȀकاȰȢɚɟȻȘǩݘǗȉݘᅮǬࢴᖽࣕǊᩒǼǡǤǂǼǗƪƳकاกƴƩƳ
ȤɞȸȢɨȥƴƩƳɓɠțȜȗƴƩƳɞɨȪɕțȜȗƴᅥǬˍ̷ȐᜈǼǆƩ̇ǩǈǏȉकاȰȢɚɟ
ȻȘǬዥǆૐǩǢǂǤǱƩժᧆཹǬࢻݘૐ്ȂकاȰȢɚɟȻȘǩǈǏȉᆈ༷ম്ȐዖࢣǕǼǗƪ

ዖϧܶ

᭶᭳कاȰȢɚɟȻȘǦǭ
ɬಐܼࣕܞϘࣕӳཽࣕ

᭺᭳कاȰȢɚɟȻȘǩ͈ȉᇠ࠱
ɬ,606,62

᭷᭳ȪșɅɭટǦǭ
ɬཹˍ̷ম്Ǭᗛᘦ

᭻᭳คዖţ
ǕǂकاǬЧӢȈǂǬбૌ

᭸᭳คዖŢ
ᎉႱǥཹǕǝकاȰȢɚɟȻȘǩ
͈ȉժᧆǬൟСǕ
ժᧆǬሏЧҕǦǛǬݘᅮǬటᗦ

᭼᭳ႱϧٲǥཹǗȉșɨȬȼɨȽ
ɬཹˍ̷șɨȬȼɨȽݘᅮ

᭹᭳ͥ˨कاǬӢȈǂ
ɬͥ˨कا൰СǬཹˍ̷ǕǂӢȈǂૐ
ɬࠚᕚઞͥ˨क͔اᙴ്ǩǢǂǤ

᭽᭳คዖŤ
ႱϧǩǈǏȉșɨȬȼɨȽݘᅮǬᗃဩǕ
᭭ȦɭȮȮȴȼȘ᭮șɨȬȼɨȽཹǩ
ӢȉǷǋᕚѷ

хੀၥᙧ

ɬ̇ǩǈǏȉकاȰȢɚɟȻȘǩǢǂǤ᎕ԧǬǀȉૐƪ

ᣙΕૢ

˾Բࠚૢ  ᯃૢ ഒ
ᯃ᭭ၰ͚ᣜᣜ᭮

ᣙΕب

ȲɊȽɉȗȭɘɆɨ
ȾɟɭɕɬȨȗ)ɂȤȮȽȨȗ

ཽ̳ȲɊȽ

0LFURVRIW2IILFH
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8;'ȗɌɢɭȶǩȆȉȪɭɈȮɟȼȫșɨ
ǑȑǨૐǩ
ǈǗǗǿ᭨

ɬ';ਰឳǬǝǿǬ˨୫ጥওǩǢǂǤऋǼȊǤǂȉૐƪ
ɬ,7ȝɨȭɀȗǦǕǤীᕝȮȢɠȂሜᨰǭ৻ǡǤǂȉǊƩ';˨୫ǦᗠȍȊǝǦǋḳ̌ȐᜰǩǢǏǝȇ
ȆǂǬǉऋȑǥǂȉૐƪ
ɬ8;'Ȃ+&'Ʃȼȫșɨ࣐ዥǩ᎕ԧȐ৻ǡǤǂȉૐƪ
ɬǝǨȪɭɈȮіСȂɟȼȫșɨȐటᗦǓȊǤǂȉૐƪ

ዖဧ౹

ɬၰ͚ǥǭƩ8;'ȗɌɢɭȶǩȆȉૡ܅ȪɭɈȮǬƳɟȼȫșɨƴǩȶɘɡɨȭǕǼǗƪ8;'Ȃ˨ᣜʪࢳ
ᗲᗣǩ˽ᕦǓȊȉƩɛɭȫɭᗆǦ̀ͱȐऴᙧǕǝዥǆૐȐǱǼǗƪ
ɬᛍခǨ̀ͱǦȪɭɈȮȐȮɉɭȼȘǩϢ༴ҕǗȉǑǦǥƩȼȭȴɠȻȤɃɢȭɭǬૐ്ᘵǬǽǩ
ቧȇȊȉǑǦǉȇƩʔೖϋǩឳǾǑǦǊǥǋǼǗƪ
ɬཹ൭ዧǬᗆǥǝǨ̀ͱȐᗃСǕƩૡ܅ǬȪɭɈȮȐɟȼȫșɨǗȉǝǨȪɭɈȮǬіСȂᗲᗣǬ
ɇɨȽǩȀǢǨǊȉ̢ᨰǊǥǋǼǗƪ
ɬǂǍǢǉǬম്ȐཽǂǤǬɟȼȫșɨǬɤɭȤȐ̢ᨰǗȉǑǦǥƩᎉႱǬȪɭɈȮȼȫșɨȂ
ɟȼȫșɨǩᄳǢၥᙧȂɌɢȰȮǬዖࢣǊǥǋǼǗƪ
ૢဧ
˯ഘǿȇȊȉȮȢɠȰȸȽ
˨ᣜʪࢳᗲᗣǦ8;'
ȥɠɭɌɤɭȤ
$V,VܪᗒခˍܩǩؗǣǂǝȪɭɈȮǬ༴ǉȇܪǬșɨȪșȽȐݥǋСǕǼǗ
ժᧆܥዉੀ̽ǗǷǋǝǨ̀ͱȐᗃСǕǤϟǬǝǿǩ႓ҕɬᗃǆȉҕǕǼǗ
ܪɓșɨȾȪɭɈȮǬ̀ͱȐ႓ҕǕƩܪǬϟसȂ)LW *DSȐȶȜȸȤǕǼǗ

ዖϧܶ
ૢဧ
ȥɠɭɌɤɭȤ᭭ሴǋ᭮
ȗșȼȘȝɭȬɜɨ̀ͱੀ̽Ȑܩ༴ǗǝǿǬϢ̢ခǨૐ്ȐటᗦǕǼǗ
7R%HȪɭɈȮǬȐਿǋȴȸȶɒșɨȽǦܪǬ̢ᨰ̀ͱȐᗃǆȉҕǕǼǗ
ȝɨɆȬɭǬȪɭɈȮǶǬϟसȐ႓ǉǿƩٲǩ̑ǆǤǂǋǼǗ
ᕦ
ɋɞȸȬɚȗȸɌ
ǼǦǿ

хੀၥᙧ

ɬዖࢣऴಿȐǈ৻ǟǥǀȊǮ໗ǩхੀၥᙧǭࢴᖽǦǕǼǙȑƪ
ɬၰ͚ǥǭȥɠɭɌɤɭȤȐܩǕǼǗƪ
ɬˍхǩϧǗȉᚽૂǩဧȐឨǕǤǈǂǤǍǞǓǂƪ
ɬɤɭȤǥǭȪɭɈȮǬ̀ͱǩɊȞɭȠȮǗȉǝǿƩȨȮȽȂӠဘǩɊȞɭȠȮǕǝɈȭɂȮɗȼɠǬ
టᗦǭᕚǂǼǙȑƪ

ᣙΕૢ

˾Բࠚૢ  ᯃૢ᭭ᠸ᭮ᯃૢ ᠸ
ᯃ᭭ၰ͚ᣜᣜ᭮

ᣙΕب

ȲɊȽɉȗȭɘɆɨ
ȾɟɭɕɬȨȗ)ၰ͚ܬ

ཽ̳ȲɊȽ

:LQGRZV3RZHU3RLQW ߸ǩࢻǖǤ3URWW8;3LQ
)LJPD0DUYHO,Q9LVLRQǨǧɋɞțȫǬ
ɌɢȽȴșɌȹɭɠૂɌɞɨȈ᭮

ӣᙖૂ

Ϩ

ྃቖШ

˾Բࠚૢ 

ѽ˨લ

Ԅ᭭େុݦᕚ˨લԄ᭮

Ψʖξʖϟχࣰભݜर͟Ҍ಼

ز಼ݟ
ۂةʀରݸఈ

λϓφϒΠζϡϏϱͲͺɼزۂة಼ݟʤ਼͖ۂةΔߑ͠ΗΖήϩʖϕʥΏର͖Δ
͟གྷͶΓΕΨʖξʖϟχݜरΝࣰࢬ͢ͱ͏Ήͤɽݜर಼༲ʀೖఖʀॶʤΨϱϧϱՆʥͺ͟૮
݀ఈ͢ΉͤɽϏϱϓϪρφͶͪ͢ࡎܟαʖηҐͲ͟૮ͶΕΉͤɽ
͕ܲـͶ͟૮͚ͫ͠͏ɽʤ࠷سೖ2͖݆ͶͺϟʖϩΏుͲ͟૮͚ͫ͠͏ɽʥ

ʚ͞Ξ͵༹ۂةͶ͕ͤͤΌʙ
ʀسೖఖʀॶͲݜरΝणߪͪ͢͏
ʀஊ࢘༽͢ͱ͏ΖPCʀڧʀυʖνͲݜरΝणߪͪ͢͏
ʀঐճ٠ॶࢩԋؖؽΏૌݜरͳ͢ͱࣰࢬͪ͢͏
˚ࡋͺWebγφʰΨʖξʖϟχࣰભݜरʱϘʖζΝ͚֮ͫ͟͠͏
https://training.softopia.or.jp/order/

ΨʖξʖϟχࣰભݜरHP
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傚兎儝儑兎兗儔◊ಟ傛傍䣆䣚⤒Ⴀᡓ␎僪儫儜儣兏ᛮ⪃傎儫儜儣兏兟儈儲儽兠儛克兗兎優免儛兠僸⩦ᚓ傿僱傍
ˠز಼ݟͶ͕ۊΌͲ͵͏๏ɼز಼ݟͶ͕ेΉ͏Ͳ͵͏๏ͺɼणߪྋ͗ഔͳ͵ΕΉͤɽ

ˠ

ˠ

8

ˠ

傚儫儜儣兏儈儲儽兠儛克兗兟兎優免儛兠◊ಟ傛傍
ݜर̑ؔغ

೧݆̐̐ೖ
ʤ݆ʥʛ೧݆̐̓ೖ
ʤೖʥ

ਅࠒగ

Hϧʖωϱή

೧݆̏̏ೖ ݆

ݜर໌

ߪٝ࣎ؔ

णߪྋ

̛̯ཀྵմݜरɻʛ͖ેخΔָ;ɼ
υζνϩφϧϱηϓΧʖϟʖεϥϱΝࣰͤݳΖ

࣎ؔ

ԃ

̛̯Ϩτϧεʖߪ࠴ɻʤέϧΤχεϨʖθʥ

࣎ؔ

ԃ

̛̯Ϩτϧεʖߪ࠴ɻʤ,R7εϨʖθʥ

࣎ؔ

ԃ

̛̯Ϩτϧεʖߪ࠴ɻʤ$,εϨʖθʥ

࣎ؔ

ԃ



ԃ



ԃ

υδϱࢧߡݜरɻʛόϗʖεϥϱࣰݳϕϫιηΝָ

࣎ؔ

ԃ

ϑζϋηυʖνੵݜरɻʛ৮Ͳ͖ͦΖ౹ܯͳેخυʖν༽๑Νָ

࣎ؔ

ԃ



ԃ

ʴྫ೧ōྫ೧րਜ਼๑ଲԢʵɻݺਕๅฯͳޤๅιΫϣϨτΡ
ؽփָस֕

ๅྙ༽ݜरɻʛๅफॄʀཀྵʀੵฦ

ˠز಼ݟͶ͕ۊΌͲ͵͏๏ɼز಼ݟͶ͕ेΉ͏Ͳ͵͏๏ͺɼणߪྋ͗ഔͳ͵ΕΉͤɽ

ࡋͺϙʖϞϘʖζΝ͟ལ͚ͫ͠͏ɽɻKWWSVUHVNLOOLQJVRIWRSLDRUMS
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本講座対象の助成金
対象地域に主たる営業所を有する企業・事業者・団体、住所を有する個人事業主の方が対象。
（各市町村や団体等でも補助・助成事業の対象となる場合があります。詳しくは事業の窓口までお問い合わせください。）

◆大垣市産業人材確保・育成支援事業補助金
対象：市内に事業所を有する中小企業者

ITスキルアップ支援

※ 受講料の2分の1以内の額

◆恵那市商工振興補助金デジタル化支援事業
対象：恵那市内で事業を営む法人、
個人事業主

※受講者１名につき、1万円補助

ただし、1事業者あたり同一年度8万円を上限

研修申込前に申請していただく必要があります。

（受講料が1万円未満の場合は受講料全額）

大垣市 経済部 産業振興室
0584-47-8609

恵那市 商工課 商工振興係
0573-22-9198

https://www.city.ogaki.lg.jp/0000057101.html

◆各務原市ものづくりデジタル化推進事業補助金

https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/shokokankobu/shokoka/1̲2/1423.html

◆関市中小企業競争力強化事業

対象：市内に事業所、事務所又は営業所
を有する中小企業（法人、個人事業主）

対象：市内に事業所を有する中小企業者、
市内の個人事業者、市内在住の個人

※ 受講料の2分の1以内の額

※ 受講料の2分の1以内の額

ただし、1事業者あたり同一年度8万円を上限
（他団体からの補助金を受けていない場合に限る）

（他団体からの補助金を受けていない場合に限る）

関市役所 商工課
0575-23-6752

各務原市 産業活力部 産業政策室
058-383-1697

http://www.city.seki.lg.jp/0000013649.html

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/business/shokogyo/1011510.html

◆ぎふIT・ものづくり協議会 研修助成金
協議会会員の方は、
受講者１名につき１万円
（１講座２名 年間延べ３名まで）を補助。
※受講料が１万円以上の講座が対象

◆中津川市ものづくり技術研修等派遣助成金

https://gifu-itmonodukuri.jp/jyosei/

対象：中津川市内で事業を営む法人、
個人事業主

※ 受講料の2分の1以内の額
一人につき5万円/年を上限

中津川市役所
0573-66-1111

商工観光部 工業振興課

https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kogyoshinkoka/1/6/1975.html

研修会場

ソフトピアジャパン
ドリーム・コア １Ｆ ネクストコア
※一部 各階の研修室等で実施します。
【アクセス方法】

<お車をご利用の場合>
和 合 I.C.から
●国道21号線
大 垣 I.C.から
●名神高速道路
岐阜羽島I.C.から

約 2分
約20分
約25分

<公共交通機関をご利用の場合>
●JR東海道本線
岐 阜〜大垣
約10分
名古屋〜大垣
約30分
●名阪近鉄バス
大垣駅から 約10分〜15分
ＪＲ大垣駅南口３番乗り場
ソフトピア線・羽島線「ソフトピアジャパン」下車

受講お申込み・お問い合わせ
◆Web サイトよりお申込みください。

受講希望の講座を選び、下部にあります「この研修を申し込む」をクリックし、
Web上で必要事項を入力のうえ送信ください。
※申込手順・注意事項・キャンセルなど、詳しくは当サイトをご覧ください。

公益財団法人ソフトピアジャパン 産業人材育成室 研修担当
〒503-8569 岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地７
電話番号：0584-77-1166 FAX：0584-77-1105
受付時間：9:00〜17:00(土・日・祝祭日を除く)
e-mail：training@softopia.or.jp

岐阜

IoT・IT研修

検索

https://training.softopia.or.jp

公益財団法人ソフトピアジャパン

メールマガジン配信申込募集中！

