
ITアプリを使ってみたら

全国47都道府県で開催　※詳細は裏面をご確認ください

※小規模事業とは従業員数が、製造業などでは20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の事業をいいます

右のQRコードからも
アクセスできます

セミナー日程

小規模事業および中小企業の経営に携わる方
（小売商業・サービス業・製造業の経営者・店長等で業務改善に取組まれている方々）

対　象　者

下記専用Webサイトにアクセスし、申込みフォームをご利用ください
https://public.lec-jp.com/itfukyuu/

申 込 方 法

お問い
合わせ先

経済産業省 中小企業庁委託事業
「令和元年度ＩＴ活用向上に向けたＩＴ普及実証調査事業」
『ITツール活用セミナー』事務局　担当：岩井・島田・後藤 株式会社 東京リーガルマインド

〒164-0001　東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル E-Mail: it- fukyuu@lec-jp.com
TEL : 03-5913-6085 （平日10時～17時） ※お電話の際は「ＩＴツールの件」とお申し出ください

（受託運営）

経済産業省 中小企業庁「令和元年度ＩＴ活用向上に向けたＩＴ普及実証調査事業」

そんな素朴な疑問にお答えしつつ、
ＩＴツールの必要性について理解を深めていただくためのセミナーです

ＩＴツール
って何？ ＩＴ導入の

メリットが
 わからない！

何の役に
立つの？

● ＩＴ環境の変化と小規模事業者の実態
● 小規模事業者の身近なＩＴ利活用事例と業務系ＩＴツールのご紹介
● 小規模事業者でも気軽に使える身近なＩＴツール・アプリのご紹介
● 成果の上がる自社のＩＴ利活用検討方法（補助金情報提供含む）

仕事が
   変わる!

会社が
   変わる!

働き方が
    変わる!

小規模事業者のための

ＩＴツール活用セミナーＩＴツール活用セミナー
参加費
無料

スマホを
必ずご持参
ください



開催会場一覧

開催時間：14時00分〜16時00分

開催都市名 開催日 会　　場

★ 北海道 札幌市 3月16日㈪ 北海道建設会館（8階A）

青森県 青森市 3月13日㈮ 青森県観光物産館アスパム
（６F八甲田）

岩手県 盛岡市 3月13日㈮ マリオス（188会議室）

宮城県 仙台市 2月28日㈮ 東京エレクトロンホール宮城
（601会議室）　

秋田県 秋田市 3月6日㈮ 秋田県社会福祉会館
（８F合同研修室）

山形県 山形市 3月16日㈪ 山形テルサ（大会議室）

福島県 福島市 2月27日㈭ 福島県青少年会館
（第2研修室）

茨城県 水戸市 3月9日㈪ ザ・ヒロサワ・シティ会館
（集会室10号）

栃木県 宇都宮市 3月6日㈮ TKP宇都宮カンファレンス
センター（ホールA）

群馬県 前橋市 3月10日㈫ 前橋テルサ（つつじ）

埼玉県 さいたま市 3月19日㈭ ソニックシティ
（906会議室）

千葉県 千葉市 3月12日㈭ TKP千葉駅東口ビジネスセンター
（カンファレンスルーム4A）

★ 東京都 千代田区 2月17日㈪ 自動車会館（大会議室）

★ 東京都 千代田区 3月13日㈮ 自動車会館（大会議室）

神奈川県 横浜市 3月17日㈫ 神奈川県中小企業共済会館
（602～604）

新潟県 新潟市 3月3日㈫ ガレッソ（B,C）

富山県 富山市 3月5日㈭ 富山県中小企業研修センター
（大ホール）

石川県 金沢市 3月4日㈬ 金沢商工会議所（ホール）

福井県 福井市 3月2日㈪ 福井県国際交流会館
（第1・2会議室）

山梨県 甲府市 3月11日㈬ YCC県民文化ホール
（会議室）

長野県 長野市 3月12日㈭ JA長野県ビル（B会議室）

岐阜県 岐阜市 3月6日㈮ ワークプラザ岐阜（ホール）

静岡県 浜松市 3月10日㈫ 浜松研修交流センター（アク
トシティ）（62研修交流室）

★ 愛知県 名古屋市 2月27日㈭ ウィンクあいち（1202）

開催都市名 開催日 会　　場

愛知県 名古屋市 3月19日㈭ ウィンクあいち（1302）

三重県 津市 3月18日㈬ 三重県教育文化会館
（第5会議室）

滋賀県 大津市 3月12日㈭ コラボしが21（大会議室）

京都府 京都市 3月2日㈪ ハートピア京都（大会議室）

★ 大阪府 大阪市 3月3日㈫ アットビジネスセンター
大阪本町（1607）

大阪府 大阪市 3月18日㈬ アットビジネスセンター
大阪本町（1607）

兵庫県 神戸市 2月19日㈬ TKP神戸三宮カンファレンス
センター（5A）

奈良県 奈良市 3月5日㈭ ホテル リガーレ春日野
（吉野）

和歌山県 和歌山市 3月13日㈮ 和歌山県民文化会館
（特設会議室）

鳥取県 鳥取市 3月3日㈫ さざんか会館（大会議室）

島根県 松江市 3月17日㈫ 松江テルサ（大会議室）

岡山県 岡山市 2月25日㈫ オルガホール（ホール）

★ 広島県 広島市 3月4日㈬ 広島県情報プラザ
（第二研修室）

山口県 山口市 2月19日㈬ 山口県セミナーパーク
（大研修室）

徳島県 徳島市 3月9日㈪ あわぎんホール（会議室6）

香川県 高松市 2月20日㈭ サンメッセ香川
（特別会議室）

愛媛県 松山市 2月21日㈮ 愛媛県生活文化センター
（第一研修室）

高知県 高知市 3月11日㈬ 高知城ホール（大会議室）

★ 福岡県 福岡市 3月5日㈭ 天神クリスタルビル
（Aホール）

佐賀県 佐賀市 3月17日㈫ アバンセ（第1研修室）

長崎県 長崎市 3月12日㈭ 長崎県勤労福祉会館（講堂）

熊本県 熊本市 3月9日㈪ くまもと森都心プラザ
（A,B会議室）

大分県 大分市 2月25日㈫ 全労災ソレイユ（つばき）

宮崎県 宮崎市 3月19日㈭ JA・AZMホール
（別館202研修室）

鹿児島県 鹿児島市 3月18日㈬ サンプラザ天文館
（6階ホール）

沖縄県 那覇市 2月27日㈭ 沖縄県青年会館（大ホール）

令和元年度　中小企業庁委託事業「ＩＴツール活用セミナー」

★は14時00分～16時30分（より詳しい内容を知りたい方、事業者同士で共通のＩＴツールによるネットワーク構築をお考えの方に、特
にお勧めします。）


