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NEC USERS ASSOCIATION



ビジネストレンド、
ICT最新情報を入手

社員教育を拡充

異業種交流による他社
情報の収集と人脈形成

NEC USERS ASSOCIATION

What NUA?
ビジネスに必要な「スキルアップ」「情報収集」「コミュニケーション(人脈作り)」

の場を提供し人材育成をサポート



タイプ 名称 概要 2020年度予定

集合型
（東京）
現在はオ
ンライン
で実施

ICT教育コース ◆情報システム要員に必要な
ICTスキル習得

◆5コース+α 実施／年
※1社 1名の受講制限あり

◆6/18：システム運用管理の基礎
◆9/15：要求と要件の違いを知る研修
◆11/19：AI入門
◆1/21：サイバーセキュリティ研修
◆2/17：PMBOKに学ぶプロジェクトマネジメント

人材開発セミナー ◆あらゆる階層に向けた役立つ
ビジネススキル習得

◆4回実施／年

◆6/9：仕事のミスがなくなる頭の使い方
◆7/28：ポストコロナ・ウィズコロナ時代の働き方研修
◆9/10：在宅勤務に求められる「成果」の出し方見せ方研修
◆12/10：伝わるコミュニケーション
◆3月開催予定

女性セミナー ◆2回実施／年 モチベーション向上 ◆12/11：講演会
◆2/26：オンライン研修

Web型 Web教育サービス ◆時間と場所を気にせず自分のペース
や達成度に応じてスキルアップが可能

◆受講人数・科目の制限なし
◆利用イメージ
・新入社員、若手育成研修への活用
・全社教育して利用

◆ICTスキル(全11コース）
AI,IoT,クラウド,ネットワーク基礎,ビッグデータ

◆ビジネススキル(全15コース）
Office(Word,Excel,PPT,関数),プレゼン,財務分析
ストレスマネジメント,RPA など

社員教育を拡充
集合型、Web型の教育サービスを提供しています

https://jpn.nec.com/nua/kanto/kaigou/2020/200618/
https://jpn.nec.com/nua/kanto/kaigou/2020/200915/
https://jpn.nec.com/nua/kanto/kaigou/2020/201119/
https://jpn.nec.com/nua/kanto/kaigou/2020/200609/
https://jpn.nec.com/nua/kanto/kaigou/2020/200728/
https://jpn.nec.com/nua/kanto/kaigou/2020/200910/
https://jpn.nec.com/nua/kanto/kaigou/2020/201210/
https://jpn.nec.com/nua/kanto/kaigou/2020/201211/
https://jpn.nec.com/nua/web_training/


異業種交流による他社情報の収集と人脈形成

主にICTインフラ担当の管理職中心に、テーマ(技術・課題）別に、
各社の課題共有・情報交換を行っています。

例）次世代ICT基盤を考える会の場合（2019年度）
・参加対象：情報システム部門（ICTインフラ担当）の管理職以上(それに準じる方)
・参加者数：10～12社(MAX12名）メンバー固定
・お客様からの話題提供、NECからの話題提供、フリーディスカッションの3部構成で運営
・期間：9月-2月（全6回） ⇒ 半日開催×4 、宿泊会合(1泊2日）×2（2020年度はオンラインで実施）

参加者の声
◆同じ立ち位置の人間が集まることで、単なる情報共有ではなく、実践的な手法が知れて大変有意義でした。
◆他業種の企業でもICTに関しては同じ悩みを抱えていて、その解決策や進め方などヒントになることを沢山提供いただけた。
◆当社の少し先を行く事例を聞くことができ、問題・課題解決のヒントをもらえた。NECの情報提供もよかった。

9/24(木)
10/30(金)
～31(土)

11/26(木) 12/17(木) 1/14(木)
2/5(金)
～6(土)

テーマ
(予定)

オリエン
テーション

セキュリティ
ICTリソース効率運
用

事業継続を前提とした
ICTと働き方改革

人材リソースの効率
活用

次世代ICT基盤を支え
る新しい技術の活用

活動
概要

◆自己紹介
◆事例紹介

◆話題提供2～3社
◆グループ討議

◆話題提供2～3社
◆グループ討議

◆話題提供2～3社
◆グループ討議

◆話題提供2～3社
◆グループ討議

◆話題提供2～3社
◆グループ討議

会場 オンライン ※事態が好転した場合は集合型に切替え



異業種交流による他社情報の収集と人脈形成

主にICT部門の管理職中心に、業務・テーマ(技術・課題）別に、
各社の課題共有・情報交換を行っています。

例）マネジメント研修会の場合（2019年度）
・参加対象：ICT部門の管理職
・参加者数：15社程度(Max16名)メンバー固定
・期間：9月-2月（全6回） ⇒ 半日開催×4 、宿泊会合(1泊2日）×2（2020年度はオンラインで実施）

参加者の声
◆普段は聞けない他社の課題や実例を生の声で聞くことができるため、非常に有益な研修会であった
◆他社の方からの意見･質問により、自社の良いところや課題について、改めて見直すことが出来ました。
◆人脈が広がり、議論することで勉強になり自分自身成長できた

9/2(水)
10/9(金)
～10(土)

11/5(木) 12/9(水)
1/15(金)
～16(土)

2/10(水)

テーマ
(予定)

オリエンテーション
ICT部門が求めら
れている課題

ビジネスとしての
最新技術活用

ソフトウェア開
発の効率化

人材育成
ICT部門としてあ
るべき姿の検討

活動
概要

◆自己紹介、テーマ決定
◆事例紹介

◆話題提供３社
◆グループ討議

◆話題提供３社
◆グループ討議

◆話題提供３社
◆グループ討議

◆話題提供３社
◆グループ討議

◆話題提供３社
◆グループ討議

会場 オンライン ※事態が好転した場合は集合型に切替え



ICT最新動向、組織運営に参考となる情報、著名人の成功体験など
役立つ情報が手軽に収集できます。

◆2020年度

◆過去の著名人講演

◆過去のICTセミナーテーマ
セキュリティ、AI/IoT、人材育成、BCP、個人情報保護、働き方改革、クラウド、グローバル

ビジネストレンド、ICT最新情報を入手

日時 開催概要 場所

2020年8月28日 第1回ビジネストレンドセミナー 橋下徹氏 オンライン

2020年10月29日 第2回ビジネストレンドセミナー 星野佳路氏 オンライン

2021年1月27日 管理者セミナー 三谷幸喜氏 オンライン

https://jpn.nec.com/nua/kanto/kaigou/2020/200828/
https://jpn.nec.com/nua/kanto/kaigou/2020/201029/


NEC USERS ASSOCIATION

イベント ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

セ
ミ
ナ
｜

総会 中止

ビジネストレンドセミナー 28 29 〇

ICTソリューションセミナー ACOS

研
修

管理者セミナー 27

人材開発セミナー 9 28 10 10 〇

女性セミナー 11 26

ICT教育コース 18 15 19 21 17

情
報
交
換
会

マネジメント研修会 2 9 5 9 15 10

次世代ICT基盤を考える会 24 30 26 17 14 5

中堅企業ICT利活用研究会 16 16 17 16 22 18

地
区
部
会

神奈川部会

計画中新潟部会

長野部会

関東NUA 2020年度イベント予定



２４,０００円／年 ⇒ 0円

初年度年会費無料

How Mutch?

NEC USERS ASSOCIATION

※一部、実費負担あり



Formation

NEC USERS ASSOCIATION

・NUAはNEC製品やサービスを導入している企業、官公庁、
学校などが加入している組織

・様々な業種のユーザーが集まり、社外交流を深める異
業種コミュニケーションの場

・ユーザー同士が情報システムに関するノウハウや知識
を交換し合い、ともにより優れた情報システムの開発
や活用を目指す場

・NUAは北海道から沖縄までの10の地区NUAで構成され、
各NUAが独自性を持ち、様々なイベントを実施

・また、その連合体として全NUAが組織され、全国横断的
な活動も実施

ＮＵＡとは 組織

【NUAのプロフィール]
設立：1959年（関西地区）より各地で設立
会員数：3,000会員（2020年3月）
年間セミナー数：約500回
イベント参加数：述べ32,700人

ユーザー自身が各種イベント
を企画・開催



Activity of KantoNUA

NEC USERS ASSOCIATION

設立 昭和４２年４月

概要

・関東甲信越地域に根差した形でイベントを企画、運営している。
・ユーザー同志の密接な交流を行う。
・神奈川、新潟、長野の各地区に部会があり、部会毎にもイベントの企画・運営を行っている。

会員数 914会員(2020年11月末)

会合数 73回／年(2019年度)

参加者数 約2,500人(2019年度)

対象地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、長野県、山梨県に所
在地がある企業、団体

委員構成
委員長、副委員長(２名）、会計委員(２名)、会計監事(１名)、委員(１７名) 全２３名
他、神奈川部会幹事、新潟部会幹事、長野部会幹事

NUA会費 ２４,０００円／年

関東NUA予算
約４,６００万円／年
※NUA会費（２４,０００円×会員数)、NEC支援金(NUA会費と同等額)で運営


