先端ITを学び、評価し、
実践へ活かす。

次のIT、
ともに目指しませんか？

知を結集し、ITの次のカタチを見い出す。

本コンソーシアムの趣旨に賛同し、
部会活動などに参加、
ご協力いただける会員を募集しています。

参加者のメリット
業種や企業の枠を超えた人的ネットワークを構築できます。
また各界エキスパートの講演に触

IT分野では、
次々と目まぐるしく新しい技術が生まれ、
そのいくつかは瞬く間に進化を遂げていきます。
一方で、
企業情報システムにおいては、
先進性だけでなく、
安定性や機密性などが求められ、
そのための研究・検証などを行うために、
先端ITの適用に時間がかかるという課題があります。
この課題を解決するために発足したのが、

れ、
自身も発表の機会を持つことで、
知識に加えプレゼンテーション能力の向上が期待でき

ます。

参加企業のメリット

活用推
T
I
端
先

先端ITに明るい技術者を先行して育成できます。さらに自社戦略や製品の普及マーケティ

ングの場、普及啓発の場として利用することが可能です。

さらに、
特典
・本会が主催するセミナー、
勉強会、
部会、
発表会に、
人数の制限なく無料で参加。

「先端IT活用推進コンソーシアム
（AITC）
」
です。

・会員限定の報告書や事例集なども閲覧可能に。

先端IT分野について、
複数の企業が共同で
研究・検証・実証などを行うことにより、

参加者の声

企業における先端ITの適用サイクルを早め、

最大の特長は、
積極的に活動しているIT技術者と長期間にわたり交流でき、
知識、
技術を伝播しあ

い相互にレベルアップできることです。
メンバーの幅が広く、
実務経験豊かな方、
最新技術に強い

同時に先端ITに知見の深い技術者を育成し、
もって先端IT活用による企業活動の価値向上に資することを

方、
さらに行政関係の方などが参加しており、
さまざまな視点が得られます。
ビジネス制約の少な

い環境で納得がいくまで探求していくという経験は技術者として大切なものだと感じます。

（会員会社 技術職 Aさん）

目的として活動します。
また、
本コンソーシアムの活動によって、
安定性や機密性を求める社会基盤にも
先端ITの活用が進むよう、
活動の発展を目指してまいります。

教養セミナー的な活動に終わらず、
目的が明確にあり最新技術を駆使できる、
という運営コンセプ

トが素晴らしいです。各方面の有識者や各社の技術者、経験豊富なITマネジメント能力を有した
方々が企業間を超えて協働し、大いに力を発揮できるのは他にはあまり例がないと思います。仲

間たちとのディスカッションを通じて得られる知識や技術は、
かなりハイレベルなものであり、
会社

内の議論だけでは絶対に到達できないものでしょう。

技術者の育成

（会員会社 経営者 Bさん）

会費
法人および個人事業主

先端ITの活用

個人会員

1万円

学術会員

企業活動の
価値向上

10万円
3千円

問い合わせ

staﬀ@aitc.jp（AITC事務局）
入会申し込み

http://aitc.jp/join/form.php
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