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県内の情報化拠点として、県内企業の IT 利活用を推進してきた福井県産業情報センターでは、９月10日を

「Kumando（くまんどう）の日」とし、その週間に合わせてＩＴやビジネスにまつわるセミナーやイベントを、

他の機関とも連携しながら多数行います。IT 関係者や経営者の方はもちろん、子どもたちが楽しみながら学

べる体験イベントも開催。新たなビジネスの息吹を感じ、交流していただける１週間です！
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は？

９月10日は
Kumandoの日
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送信先 FAX：0776-67-7439　TEL：0776-67-7411
 創業・Eビジネス支援グループ

参加者氏名

会社名・学校名

所　在　地

連　絡　先

参加希望
イベント

（参加したいものに
□してください。
複数可）

〒

※個人の方は空欄で結構です

TEL

E-mail

①特別講演会 「IoT・人工知能（AI）・ビッグデータ時代を生き抜くために中小企業がすべきこと」 9/5（火）

②IoTセミナー 「農業ＩｏＴビジネス交流会 ～実践事例の紹介を中心に～」 9/6（水）

③マルチメディア 「４K映像ビジネス活用セミナー」 9/7（木）

④スタートアップ勉強会 「スタートアップにおける資本政策の基礎」 9/8（金）

⑤事業承継セミナー 「事業承継のための準備と心構え」 9/8（金）　

⑥プログラミング体験 「プログラミング教室 こどもパソコンIchigoJamでゲーム作り」 9/9（土）　

⑦ITセミナー 「webとクリエーターの未来」 9/9（土）　

⑧アプリ開発イベント 「アプリ開発イベント feat.MashupAword」 9/9（土）、9/10(日)　

⑨ドローン体験 「ミニセミナー「映像制作の現場」＆ドローンの飛行体験」 9/10(日)　

⑩福井ビズカフェ 「先輩起業家の生き様から学ぶ！IT系ビジネス 起業・成功のポイント」 9/10(日)　

⑪起業セミナー＆交流会 「第３回 北陸三県起業家の集い in 福井」9/10(日)　

【参加申込書】 kumando-week 2017

福井県坂井市丸岡町熊堂 3-7-1-16
（ソフトパークふくい内）

	 【福井方面からお越しの方】
	 ・京福バス	大学病院線新田塚線
	 　（JR 福井駅西口バスターミナル乗り場 1番）
	 ・京福バス	大学病院線中藤線
	 　（JR 福井駅西口バスターミナル乗り場 1番）
	 ・京福バス	大学病院線
	 　（JR 福井駅西口バスターミナル乗り場 1番）
	 【丸岡方面からお越しの方】
	 ・京福バス	丸岡永平寺線
	 　（丸岡バスターミナル乗り場 3番）
	 【松岡方面からお越しの方】
	 ・京福バス	丸岡永平寺線（松岡駅バス乗り場）
	 ※いずれも「県立大学」下車	徒歩約 5分（所要時間	約 20 〜 50 分）

	 ・JR 福井駅より約 30 分
	 ・北陸自動車道「福井北 I.C」より約 5分
	 ・北陸自動車道「丸岡 I.C」より約 20 分
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お問い合わせ

（公財）ふくい産業支援センター
販路開拓支援部　創業・Eビジネス支援グループ
TEL：0776-67-7414　FAX：0776-67-7419

 access

各イベントへの
申し込みはweb
サイトからも可
能です

http://www.fisc.jp/kumandoweek/



9/8 (fri)

竹川 　充氏
登　壇 中小企業基盤整備機構　事業承継コーディネーター

清原 大晶氏
株式会社清原（滋賀県守山市） 代表取締役

西村 英一氏
元・福伸工業株式会社　代表取締役

事業承継セミナー

対　象

時　間 13：30～16：10

会　場 マルチホール

県内の中小企業等に対して、早期に事業承継に取
り組むことの重要性を伝え、準備を始めるきっか
けとしていただくためのセミナーです。

経営者、
事業承継支援担当者等

事業承継のための
準備と心構え

9/7 (thu)9/6 (wed)9/5 (tue)

対　象

登　壇 ㈱村上憲郎事務所 代表取締役 
［前 Google Japan名誉会長］

村上 憲郎氏
時　間 14：00～16：00

会　場 マルチホール共　催 福井県

「IoT・人工知能（AI）・ビッグデータ」
の時代は、地方の中小企業にこそ真
のビジネスチャンスがある」。
新しい技術が、社会やビジネスに与
えるインパクトと、地方の中小企業
が生き残るためにすべきこと、新た
なビジネスチャンスを掴むために地
方の中小企業だからこそできること
などについて、前Google Japan名
誉会長の村上憲郎氏から広い視野と
経験、深い知識をもとに分かりやす
くお話しいただきます。

IoT・人工知能（AI）・ビッグデータ
時代を生き抜くために中小企業がすべきこと

9/9 (sat) 9/10 (sun)

プログラミング教室 こどもパソコン
IchigoJamでゲーム作り

対　象

登　壇 PCN 時　間 10：00～ 12：00

会　場 コワーキングスペース

BASICプログラミング専用パソコン
「IchigoJam」を使い、ゲーム作りを体
験いただきます。初めてキーボードを
触るこどもたちでも安心なメニュー
でプログラミングを楽しく学べます。

小学生・中学生

登　壇 ㈱オールコネクト 他

時　間 14：00～ 17：00

会　場 マルチホール

Web技術者

アプリ開発イベント feat.MashupAward

対　象

登　壇 unity MashupAward 事務局 他 時　間 9/9（土） 9：00～21：00 ／ 9/10（日） 9：00～18：00

会　場 会議室AB、コワーキングスペース

Unityなどのサポート企業を講師として迎え、自由にアプリ開発を行います。
日本最大級の開発イベント「MashupAward」が賞を準備。つくることの楽し
さを感じられる２日間に！

技術者

経営者 技術者

5

中川 卓也氏

登　壇 ㈱プルータス・コンサルティング
エクゼクティブ・ダイレクター

スタートアップ勉強会

対　象

時　間 13：30～15：30

会　場 会議室AB

将来、ＩＰＯやＭ＆Ａ等でのＥＸＩＴも検討した
いと考えている創業者、およびそれらの方を支援
する金融機関等の担当者を対象に、アーリース
テージから意識すべき資本政策の基本的考え方に
ついて、日本有数の専門家から解説いただきます。

経営者、創業予定者

スタートアップにおける
資本政策の基礎

4

田作 英雄氏
登　壇 石川テレビ㈱ 放送本部放送技術局 局長

大久保 賢二氏
アイ・コネクト 代表

八原 康広氏
NHK福井放送局 技術部チーフエンジニア

マルチメディア

対　象

時　間 13：30～16：00

会　場 マルチホール

間もなく始まる4K実用放送に向けて4K映像制
作が活発化。その最前線に立つ石川テレビの取組
み事例を中心に、地方の4K映像ビジネスの可能
性を探ります。

４K映像ビジネス活用セミナー

3

登　壇

IoT セミナー

対　象

時　間 14：00～17：00

会　場 会議室AB

農業関連分野でのＩｏＴの活かし方に関するセ
ミナーと、県内で実践している事業者等からの事
例報告および意見交換により、自社の活用へのヒ
ントを探っていただきます。

農業 IoTビジネス交流会
～実践事例の紹介を中心に～

2特別講演会1

プログラミング体験6

アプリ開発イベント8

映像制作者

事例報告
県内での実践事業者６名程度

経営者 一 般

参加者の交流から新たな事業や活動の創出を ! IT とビジネスの「今」を体感できる1週間 !

ミニセミナー「映像制作の現場」
＆ドローンの飛行体験

対　象

登　壇

時　間 10：00～ 12：00 会　場 マルチホール

趣味のみならずビジネスの世界でも大注目
のドローンをこの手で飛ばせるチャンス
（小学生高学年～高校生限定）！福井のド
ローン映像の先駆者「A-SAT」による解説、
デモ飛行撮影も行います。

一 般
ドローン飛行体験は
小学生（高学年）～高校生

ドローン体験9
webとクリエーターの未来

対　象

Web制作業界のトップランナーたちによるコミュニティ
「WCAF」が活動を再開。今回は当支援センターとタッグを組
み、県内外の優秀なマーケターたちを招いてのセミナーです。

IT セミナー7

おおぬき ひろし氏
A-AST

先輩起業家の生き様から学ぶ！
IT系ビジネス　起業・成功のポイント

対　象

登　壇

時　間 10：00～ 12：30 会　場 会議室AB

将来的に創業を目指している方を対象にした交流型セミナーで
す。先輩起業家の事例をもとに、ソフト開発やネットショップなど
ＩＴ系ビジネスで起業・成功するためのポイントを学びます。

福井ビズカフェ10

山口 豪志氏

㈱５４
代表取締役社長

熊谷 恒治氏

㈱チェンジビジョン
代表取締役社長

南部 正光氏

コルネ㈱
代表取締役

田辺 一雄氏

㈱エムディエス
代表取締役

一 般

山口 豪志氏

第３回 北陸三県起業家の集い in ふくい

対　象

登　壇

同時開催

時　間 13：00～ 17：00

主　催 ふくむすび会、
北陸起業家ネットワーク

共　催 中小企業基盤整備機構、
（公財）ふくい産業支援センター

会　場 マルチホール、エントランスホール

北陸三県から毎回大勢の起業家が参加して開催さ
れている「北陸三県起業家の集い」を、今回は福井県
で開催します。自身で起業・創業された方であれば
男女問わず参加可能です。

起業セミナー＆交流会11

文　美月氏

リトルムーンインター
ナショナル㈱ 創業者

河瀬 麻花氏 ほか

ネコリパブリック
首相

経営者

文 美月氏

河瀬 麻花氏河瀬 麻花氏

第９回女性あきんどフェスタ2017 in 熊堂ヒルズ

※期間中には、記載のイベント以外にもセミナーや勉強会を企画予定です。詳しくはホームページをご覧ください。

すべてのイベント参加無料！


