
日頃よりＴＵＧへのご参加を賜り、誠にありがとうございます。

現在、関東地区を中心に開催しております、システム研究会の２０１７年度メンバーを

募集いたします。

情報システム部門のみならず、テーマに関連する様々な部門からのご参加をお待ちしております。

また、関東地区以外の皆様からのお申込みも可能です。

≪お願い≫貴社関連部門の皆様へもご回覧ください。

２０１７年４月吉日
東芝ＩＴユーザ会

システム部会長 加藤 格東芝ＩＴユーザ会 会員各位

「ＴＵＧシステム研究会」はユーザ会活動の中核に位置づけられており、会員企業から意欲あふれる有志を募り、
自主的な研究活動を通じてスキルアップ、自己啓発、そして業種や業務の壁を越えた人々との絆を創っています。
実務に直結した課題や先進性を重視したテーマを設定して一年間の活動を行ないます。
志をもったメンバーたちが多忙な日々の業務を縫って、それぞれの研究テーマに真摯に向き合った一年間の成果を、
成果発表会の場で広く会員に披露します。

※ＴＵＧｗｅｂで、成果報告書を公開しています。 ⇒ http://www.tug.gr.jp/
ＴＵＧ会員限定です。ユーザ名、パスワードは事務局にお問合せください。

ＴＵＧシステム研究会とは…

課題解決能力や方法、
コミュニケーション能力
等も研究会を通じて、
身につけることがでた。 ～アンケートより これから参加するみなさんへ～

ひとつのプロジェクトでも、
そのなかの役割は多様
ですが、自分にできること
が意外とあり、チームの
一員として最後まで過ごす
ことができました。

利害関係のない異業種メンバーと一つの
目標に対して物事を成し遂げる達成感と
メンバー間の絆ができたことは宝物です。

同世代の仲間と自分の間でどのくらい
スキルに差があるのか実感することが
でき、刺激になりました。

① 情報技術に関するスキルアップ
② 業務課題の解決
③ 異業種の参加メンバーとの交流
④ ＩＴ以外のスキルアップ

社会人でこんなに一つのもの
を目指して一生懸命になれる
ことは中々ありません。

リーダーを経験することで、他のメンバーより
成長させていただいた。同じ参加なら、積極的
な方がお得だと思います。



日 時： ２０１７年５月１７日（水） １４：００～１７：００ （１３：３０受付開始）

会 場： ラゾーナ川崎東芝ビル ４Ｆ （右記の地図をご参照ください）

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
http://www.toshiba.co.jp/contact/office_j.htm#KAWASAKI
※当日の連絡先 ０４４-３３１-１０１５
※ビル３Ｆの受付にて入館証を受け取り、４Ｆ会場に

おこしください。
スケジュール：

【第１部・全体オリエンテーション】
・１４：００～ システム部会長挨拶
・１４：０５～ 担当幹事／アドバイザー／事務局の紹介
・１４：１５～ 研究会の概要と分科会の進め方説明

【第２部・第１回分科会】（分科会ごとのミーティング）
・１４：３０～ メンバー自己紹介／

スケジュール（年間の活動予定）
※分科会終了後、懇親会を実施します。（会費：￥２，０００－）

日 時： ２０１７年６月１５日（木） ～ １６日（金）
会 場： ルネッサ赤沢

・http://www.le-nessa.co.jp/akazawa/
・所在地：〒413-0233 静岡県伊東市赤沢１９０－５
・電 話：０５５７－５４－１６７０

株式会社東芝 インダストリアルＩＣＴソリューション社
営業推進部 国内営業支援部内
東芝ＩＴユーザ会事務局 担当：金村・関

ＴＥＬ：０４４－３３１－１０１５／ＦＡＸ：０４４－５４８－９５３０
Ｅ－ｍａｉｌ：INS-tug@ml.toshiba.co.jp

http://www.tug.gr.jp/

お問い合わせ

・JR東海道線，南武線，京浜東北線
「川崎駅」徒歩1分

・京浜急行線
「京急川崎駅」徒歩5分

 関東を中心として、メンバーの皆様の事業所や東芝関連施設を持ちまわりで実施します。

 活動目的

 募集対象  各分科会の研究テーマに関する基礎知識と具体的な問題意識をお持ちの方
 毎月１回開催される分科会に業務の一部として継続して参加可能な方

※各分科会６名～１２名程度のメンバー構成で運営します。
※申込み締め切り後、申込責任者の方へ参加分科会の変更及び分科会の不成立を事務局より

ご連絡する場合があります。

 開催会場

 参加メンバー企業の人材育成
 研究テーマを効果的に業務へ活用するための情報交流、ならびに異業種交流
 参加メンバーが抱える業務課題に対する改善策や解決策の共有
 東芝の技術スタッフとの情報技術や課題解決に向けた意見交換

 運営方法  分科会ごとに、リーダーとサブリーダーを選出します。
 分科会の運営はメンバーが自主的に行います。毎月１回の分科会開催を原則とします。
 各分科会にＴＵＧ事務局の担当を配置し、運営をサポートします。
 必要に応じてアドバイザーや専門講師による講座やセミナーを企画・開催いたします。

伊豆合同合宿（第２回分科会）

第１回分科会

開催概要

５月       ６月           １０月 １月       ３月

◎第 1回分科会   ◎合同合宿        ◎中間報告会 

        
 ●スケジュールの検討      ●テーマ討議 
  ●課題の抽出          ●講座の開催 
   ●テーマの決定         ●調査や分析 など

         ◎成果発表会 
 

●発表内容のまとめ 

 ●報告書作成 

 

以下のとおり、第１回分科会を開催いたします。
お申込みいただいたメンバーのみなさまは、出席をお願いいたします。
出欠の別を、申込書にご記入ください。

伊豆合同合宿は、全国の分科会メンバーが参加します。
詳細は後日別途ご案内いたします。



※各テーマに強い関心を持ち、具体的な問題意識をお持ちの方が対象です
分科会研究テーマ

①グローバルクラウド時代の情報セキュリティを研究する分科会

概要：ビジネスのグローバル化や、クラウドサービスの利用拡大などにより、企業内のデータ利活用やデータ
ビジネスの加速が期待される一方で、サイバー攻撃や内部不正等による企業データ、個人情報に関する
リスクも高まっています。また、データ保護の観点からEUにおけるGDPR(General Data Protection Regulation)
適用等、欧米において新たなセキュリティ規制も始まり、取り組みを進める必要があります。
本分科会では、国際的な規制や標準化動向を調査・研究し、これからのクラウド利活用に向けた情報
セキュリティについて検証していきます。

・対象：情報システムの企画・開発・運用に携わっている方、興味のある方
・所属：情報システム部門、ユーザー部門、ITサービス部門、経営・企画部門など

・役職：特に問いません

②プロジェクトにおけるリスク管理を研究する分科会

概要：プロジェクトの成否は、リスク管理で決まると言っても過言ではありません。しかし、様々な管理手法を
取り入れても活かしきれないのが現状です。
本分科会では、各社でリスクが顕在化したプロジェクトを持ち寄り、分析し、相互に疑似体験することで、
プロジェクトを成功へ導く生きたリスク管理をまとめ、検証を行います。

・対象：情報システムや商品の企画・開発に携わっている方、興味のある方
・所属：情報システム部門、経営・企画部門など

・役職：特に問いません

④ＵＸＤ活用研究分科会

概要：近年、UXD(User eXperience Design)が注目を集めています。利用者にとって、より良い経験や価値を提供
することを目的としていますが、様々なツール・手法・視点・期間・カテゴリなどがあり、とても一言で表現
できるものではありません。
本分科会では、ＵＸＤについて調査・研究すると共にサービスデザインの様々な手法やツールの習得と実践
を行い、ビジネスシーン（特に情報システム）におけるＵＸＤの活用を探り検証します。

・対象：プロジェクトマネジメントを経験したことがある方、リスク管理に興味のある方
・所属：情報システム部門、ＩＴサービス部門、経営・企画部門など
・役職：特に問いませんが、リーダークラスが望ましい

⑤システム開発の実践にチャレンジする分科会

概要：情報システムは大規模化・複雑化し、利用技術も多岐に亘るとともに日々進化しています。 このような変化
の中、システム開発全体を通した経験を積むことは、難しくなっています。
本分科会では、事務局から提示する題材に沿って、モバイルも念頭に置いたＷＥＢアプリケーションを開発し、
クラウド上のサーバーでの実行、クラウド上での情報共有をします。
基本設計からテストまで一連の開発工程を経験し、クラウド環境での実装技術も習得します。

③ＡＩ活用研究分科会

概要：最も注目されているテクノロジーの１つにＡＩ（人工知能：Artificial Intelligence）があります。大量に収集された
データを処理するために用いられるディープラーニングや大量の画像を高速処理できるGPUの進化など、
関連する技術だけでも多岐に亘ります。しかしながら、実際のビジネスへの応用は、これからです。
本分科会では、ＡＩや関連する技術を調査・研究し、今後の動向を踏まえ、実際のビジネスへの応用を検討・
検証します。

・対象：アプリケーションの開発に興味のある方
・所属：情報システム部門、ユーザー部門
・役職：特に問いません

・対象：情報システムの企画・開発に携わっている方、興味のある方
・所属：情報システム部門、経営・企画部門など

・役職：特に問いません



◆ホームページ：http://www.tug.gr.jp/ (必要事項をご入力ください。)

◆Ｅーｍａｉｌ ：INS-tug@ml.toshiba.co.jp (下記申込書と同内容をご送信ください。)

◆ＦＡＸ ：０４４－５４８－９５３０ (下記申込書にご記入の上、ご送信ください。)

■申込責任者 （所属長）

５月１０日（水）までにいずれかの方法でお申込みください。

■参加メンバー

【個人情報保護について】
ご記入いただきました東芝ＩＴユーザ会（以下、ＴＵＧ）会員様および株式会社東芝（以下、東芝）のお客様の個人情報は、ＴＵＧ事務局から、ＴＵＧおよび東芝のサービス・
商品のご紹介、セミナーのご案内等、お客様に役立つと思われる情報提供に使わせていただくことがございます｡なおご不要の場合、お客様から下記のＴＵＧ事務局窓口
へご連絡いただければ、情報提供を停止させていただきます。また、ご参加いただいた行事では、ＴＵＧ ＮＥＷＳ（会報誌）・ｔｕｇｗｅｂ（ホームページ）行事報告掲載用として
写真撮影をさせていただくことがあります。行事参加のお申込の際にはご承知おきいただきますよう、よろしくお願い致します。

⇒ ＴＵＧ事務局担当 TEL：０４４-３３１-１０１５ INS-tug@ml.toshiba.co.jp

お申込み

ＦＡＸ：０４４－５４８－９５３０

ＴＵＧ事務局 金村・関行

申込日： 月 日

■希望する分科会

２０１７年度 ＴＵＧシステム研究会 ＦＡＸ申込書

社名 ： 所属 ：

役職 ： 氏名 ：

Ｅ－ｍａｉｌ ：

第一希望 ：

第二希望 ：

分科会

分科会

所属 ： ふりがな ：

役職 ： 氏名 ：

Ｅ－ｍａｉｌ ：

会社住所 ：

ＴＥＬ ： ＦＡＸ ：

第１回分科会の出欠 ：

第１回分科会後の懇親会の出欠 ：

□ 出席します ／ □ 欠席します

□ 出席します ／ □ 欠席します

〒


