
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇本メールは、弊社のセミナー・展示等において、事前登録もしくは当日申し込
　みの際に「NTTデータからのDMやeメールによる情報提供」をご了解いただいた
　方へお送りしております。
◇NTTデータからのお知らせについて「配信停止・宛先の変更」を希望される方は
　本メール文末よりお手続きください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
いつもご愛読いただきありがとうございます。
NTTデータからのお知らせメール担当の権現です。

１月２５日(金)に開催致しました「NTT DATA Innovation Conference 2013 」に
ついて、講演記事が掲載されました。プロサッカー監督佐々木氏による基調講演
記事などが掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

今年度もお知らせメールをご愛読いただき、ありがとうございました。
みなさまに少しでも多くの役立つ情報をお届けしてまいりますので、来年度も
どうぞよろしくお願いいたします。

┏━ [ＩＮＤＥＸ] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏┓
┗[1] NTT DATA Innovation Conference 2013
　　　「New Growth, New Global－日本流グローバル戦略の可能性」リポート掲載！
┏┓
┗[2] 遊びながらITを学ぼう！ ～NTTデータがおくるこども向けITイベント～
　　　春休み・こどもIT体験 － 登録締め切り間近！
┏┓
┗[3] イマの旬なキーワードをテーマに、トレンドを探る「イマ旬！」
　　　「IPデータキャスト」－ 放送波を使ったデータ伝送技術の活用
┏┓
┗[4] [お客様事例] 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 様
　　　輸出管理システムの導入で、コンプライアンスの強化が実現
┏┓
┗[5] [お知らせ] サーバメンテナンスの完了のお知らせ
　　　　－　お知らせ事務局のURL変更について
┏┓
┗[6] 今後開催予定のイベント・セミナー
　　　・[3/08] !追加開催決定! 地図情報＆タブレットによる新たな営業支援システムのご提案
　　　・[3/13] 『Property Manager』『MDM』が製品説明会初登場！
　　　・[3/13] データマネジメント2013・ビッグデータを超え、経営価値を創出せよ!
　　　・[3/14] Biz∫4th EVENT Go-Lives in OSAKA / Biz∫が支える企業成長の全貌をここに
　　　・[3/14] これなら出来る！受発注業務のミス撲滅と業務効率UPの両立方法！
　　　・[3/18] 業務改革を支えるグループ共通システム導入ポイント！
　　　・[3/25] BCP/DRからワークスタイル変革まで　様々なニーズに対応するオフィスクラウド
　　　・[3/14～] 受注生産型製造業向け『Biz∫SCAW製番管理システム』製品説明会 ※定期開催
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗[1] NTT DATA Innovation Conference 2013
　　　「New Growth, New Global－日本流グローバル戦略の可能性」リポート掲載！
　　　▼詳細▼
　　　基調講演リポート　→ http://info.jp.nttdata.com/r/c2jkukC7
　　　主催者講演リポート→ http://info.jp.nttdata.com/r/3MVG8YjA
　　　　　　　　　　　　　 (ITmediaエグゼクティブ サイトへ移動)
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥
　　『New Growth, New Global－日本流グローバル戦略の可能性』をテーマに
　　開催いたしました『NTT DATA Innovation Conference 2013』は、今までで
　　最も多くの皆様にご来場いただき、盛況のうちに終了することができました。

　　基調講演では、プロサッカー監督の佐々木氏をお招きし、
　　「目標達成へのプロセスーチームワークとコミュニケーション」と題して
　　講演いただきました。また、弊社社長岩本も登壇し、NTTデータが挑む
　　グローバル経営のInnovation についてご紹介いたしました。

　　アイティメディア社による講演リポートが下記に掲載されておりますので
　　是非ご覧ください。
　　・基調講演リポート　→ http://info.jp.nttdata.com/r/c2jkukC7
　　・主催者講演リポート→ http://info.jp.nttdata.com/r/3MVG8YjA
　　　　　　　　　　　　　 (ITmediaエグゼクティブ サイトへ移動)

┏┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗[2] 遊びながらITを学ぼう！ ～NTTデータがおくるこども向けITイベント～
　　　春休み・こどもIT体験 － 登録締め切り間近！
　　　▼詳細▼
　　　http://info.jp.nttdata.com/r/6BpCM3me
　　　(NTTデータ公式サイトへ移動)
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥
　　「春休みこどもIT体験」は、小学生を対象に楽しみながらしくみを学び・
　　体験することで、ITを身近なものとして理解できる体験学習型イベントです。
　　参加者には記念品のプレゼントもございます。ぜひご参加ください！
　　※参加受付は2013年3月8日(金)まで。

　　□プログラム -----------------------------------------------------
　　　◆使ってみよう　お絵描き教室「水彩」
　　　　　パソコンを使って塗り絵にチャレンジ。
　　　◆考えてみよう　アルゴリズムゲーム「犯人をさがせ！」
　　　　ITシステムの基礎となる考え方である「アルゴリズム」を楽しく学びます。
　　　◆ルールを知ろう　安心してITを使うための基礎知識
　　　　　ITの基礎知識や楽しく安全に使うためのマナーについて説明します。



　　□開催概要　--------------------------------------------------------
　　　日　時: ２０１３年３月２９日（金）～３１日（日）１日３回（全９回）
　　　　　　　１回目：10：00～11:30／２回目：13：00～14:30／３回目：15：30～17:00
　　　会　場: NTT DATA INFORIUM 豊洲イノベーションセンタ（東京都江東区）
　　　参加費: 無料　※定員制／応募多数の場合抽選となります。
　　　主　催: 株式会社NTTデータ

　　□詳細・申込→ http://info.jp.nttdata.com/r/6BpCM3me
　　　　　　　　　 (NTTデータ のサイトへ移動）

┏┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗[3] イマの旬なキーワードをテーマに、トレンドを探る「イマ旬！」
　　　「IPデータキャスト」- 放送波を使ったデータ伝送技術の活用
　　　▼詳細▼
　　　http://info.jp.nttdata.com/r/aRCRxSV8
　　　(NTTデータ公式サイトへ移動)
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥
　　放送波を使ったデータ伝送技術を活用することで、多種多様なファイルを
　　端末に届けることができ新しい放送サービスが可能となります。
　　IPデータキャストは、放送波や通信網に「IPパケット」を乗せて各種デバ
　　イス端末へ一斉同報でマルチメディアファイルのデータ伝送を行う技術の
　　ことです。
　　(解説: 技術開発本部　鈴木 賢一郎)

┏┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗[4] [お客様事例] 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 様
　　　輸出管理システムの導入で、コンプライアンスの強化が実現
　　　▼詳細▼
　　　http://info.jp.nttdata.com/r/YkYgpgCZ
　　　(NTTデータ公式サイトへ移動)
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥
　　食器のNoritakeブランドを展開する株式会社ノリタケカンパニーリミテド。
　　食器製造の技術を発展させたB to B事業を展開しています。輸出という
　　DNAを持つノリタケ社が、コンプライアンスの強化が求められるなかで、
　　どのような経緯でSTC Managerを導入し、いま活用しているのか。総務部の
　　松本 俊介次長、同部法務課の島田 淳課長、高橋 由紀子副主事にお話を
　　伺いました。

┏┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗[5] サーバメンテナンスの完了のお知らせ
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥
　　NTTデータからのお知らせ事務局では、2013年2月8日(金)　サーバメンテ
　　ナンスを実施いたしました。

　　このサーバメンテナンスに伴い、お知らせ事務局のURLが変更となりました。

　　（変更前）nttdata-info.jp → （現在）info.jp.nttdata.com

　　また、今後送信元メールアドレスの変更も予定しております。
　　メールアドレス変更については日程が決まり次第、ご案内いたします。

┏┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗[6] 今後開催予定のイベント・セミナー　　　　　(お申込みはお早めに！)
　　　NTTデータグループ各社のセミナーやイベント情報をご案内します
　　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥
　　[3/8 東京] 好評につき追加開催！『地図情報＆タブレットによる新たな営業支援システムのご提案』 [セミナー]
　　　詳細→ http://info.jp.nttdata.com/r/WdwYQLsx
　　　　　　 (BizXaaS Mapのサイトへ移動）
　　…………………………………………………………………………………………
　　[3/13 東京] 『Property Manager』『MDM』が製品説明会初登場！ [セミナー]
　　　詳細→ http://info.jp.nttdata.com/r/VuMNQFHR
　　　　　　 (NTTデータビズインテグラルのサイトへ移動）
　　…………………………………………………………………………………………
　　[3/13 東京] データマネジメント2013・ビッグデータを超え、経営価値を創出せよ! [イベント]
　　　詳細→ http://info.jp.nttdata.com/r/GosUFTMt
　　　　　　 (データマネジメント2013のサイトへ移動）
　　…………………………………………………………………………………………
　　[3/14 大阪] Biz∫4th EVENT Go-Lives in OSAKA / Biz∫が支える企業成長の全貌をここに [イベント]
　　　詳細→ http://info.jp.nttdata.com/r/fFtAYvsC
　　　　　　 (NTTデータビズインテグラルのサイトへ移動）
　　…………………………………………………………………………………………
　　[3/14 大阪] これなら出来る！受発注業務のミス撲滅と業務効率UPの両立方法！ [セミナー]
　　　詳細→ http://info.jp.nttdata.com/r/cTEN1egj
　　　　　　 (NTTデータビジネスブレインズのサイトへ移動）
　　…………………………………………………………………………………………
　　[3/18 東京] 業務改革を支えるグループ共通システム導入ポイント！ [セミナー]
　　　詳細→ http://info.jp.nttdata.com/r/uwCZpcsT
　　　　　　 (NTTデータビズインテグラルのサイトへ移動）
　　…………………………………………………………………………………………
　　[3/14 大阪] 受注生産型製造業向け『Biz∫SCAW製番管理システム』製品説明会 [セミナー]
　　　詳細→ http://info.jp.nttdata.com/r/MdK26EFp
　　　　　　 (NTTデータ関西のサイトへ移動）
　　…………………………………………………………………………………………
　　[3/15 東京] 受注生産型製造業向け『Biz∫SCAW製番管理システム』製品説明会 [セミナー]
　　　詳細→ http://info.jp.nttdata.com/r/v31Th7jM
　　　　　　 (NTTデータ関西のサイトへ移動）
　　…………………………………………………………………………………………



　　[3/21 名古屋] 受注生産型製造業向け『Biz∫SCAW製番管理システム』製品説明会 [セミナー]
　　　詳細→ http://info.jp.nttdata.com/r/2QZC8L7b
　　　　　　 (NTTデータ関西のサイトへ移動）
　　…………………………………………………………………………………………
　　[3/25 東京] BCP/DRからワークスタイル変革まで　様々なニーズに対応するオフィスクラウド [セミナー]
　　　詳細→ http://info.jp.nttdata.com/r/d6gEOILl
　　　　　　 (BizXaaS のサイトへ移動）
　　…………………………………………………………………………………………
　　※セミナーによっては申し込みの受付を終了している場合がございます。
　　　ご了承ください。

　　NTTデータ公式サイトでは、NTTデータグループの各種イベント情報を随時
　　掲載しておりますので、あわせてご利用ください。
　　イベント・セミナーページ→ http://info.jp.nttdata.com/r/6ExanaZA
　　　　　　　　　　　　　　　 (NTTデータ公式サイトへ移動)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇NTTデータからのお知らせの「配信停止・宛先の変更」お手続きはこちら
　http://info.jp.nttdata.com/r/l2yhhBpy (配信停止・登録変更受付サイト)

※本メールは送信専用メールアドレスから配信しております。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発行：株式会社NTTデータ　広報部　NTTデータからのお知らせ事務局
〒135-6033　 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル

Copyright(c) 2013　株式会社NTTデータ　掲載記事の無断転載を禁じます。


