
毎年ご好評を得ております、ＩＣＴセミナー。第１１回目のＩＣＴセミナーは、プロジェクトマネジメントを成功に導くた 
めの要諦を基礎から習得いただくことを目的に、実務に即お役立ていただけるテーマ・内容を予定しております。 
今回は「プロジェクトパートナーとのリレーション構築塾」第2回として、多くの企業がプロジェクトの大きな課題と 
して挙げている「提案依頼書(RFP)」をテーマに、記載する内容やパートナー企業との合意形成など、RFPに 
まつわる様々な事項への対応法について説明致します。本講座を通して、皆様にプロジェクトを成功に導く方策 
を伝授いたします。 
本テーマにご興味のある皆様は、ご多用中とは存じますが、職種・業種を問わず、是非とも本講座を受講いただ 
きますようお願い申し上げます。 

２０１７年９月吉日 
２０１７年度ＦＵＪＩＴＳＵファミリ会北陸支部 『ＩＣＴセミナー』 開催ご案内 

ＦＵＪＩＴＳＵファミリ会北陸支部会員各位 

開催概要 

■日  時   １０月２４日（火）１４：００～１７：００    
■会  場    ライブ中継会場《金沢地区》富士通（株）北陸支社 大会議室 ヴィサージュビル15階 

             〒920－0856 金沢市昭和町16－1 15階  TEL 076-265-4704 

            ライブ中継会場《富山地区》富士通（株）富山支店 会議室 富士通ビル８階 
              〒930－0005 富山市 新桜町２－２１      ＴＥＬ 076-433-3500  
             ライブ中継会場 《福井地区》富士通（株）福井支店 会議室 セーレン本社ビル５階 
                  〒 918－8003 福井市毛矢１－１０－１     TEL 0776-50-6350 
              ※ライブ配信につき、正常に接続できず、ご視聴できない場合がございます。 

                             予めご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。                     

■参加費用    無 料    
■参加にあたってのご注意： 各会場ともに駐車場はご用意しておりませんので予めご了承ください。 

■講  師   グリッドコンサルティング合同会社   代 表   野 口  雄 志 氏          

■参加対象   FUJITSUファミリ会 北陸支部 会員様 

          （ＩＣＴ部門のプロジェクトマネージャー、実務担当者） 
■参加定員   各県２０名   ［ 申込締切日 : １０月１７日（火）］ 

■申込方法     添付の「参加申込書」に必要事項を記入のうえ、事務局迄FAX下さい。 
           もしくはＵＲＬ：http://jp.fujitsu.com/family/sibu/hokuriku/からお申し込みください。                                                                      

ＦＵＪＩＴＳＵ ファミリ会 北陸支部 
  ［富士通ユーザー研究団体］                                                            

※ライブ中継会場はＴＶ会議の中継セミナー 
  となります。ご了承くださいませ。 

～｢プロジェクトパートナーとのリレーション構築塾②｣～ 

プロジェクトの「手戻り防止」・「品質向上」・「損益改善」につながる！ 

＜提案依頼書(RFP)作成時の留意点とは？＞ 

■当日のスケジュール■ 
 14：00 ～ 開会   

       プロジェクト計画での大きな課題として多くの企業が挙げている提案依頼書(RFP)にまつわる様々な 

       要件・取り扱い・事例などを、講師の経験談を交えながら解説し、理想的な提案依頼書（RFP）とは 

       どのようなものかを徹底的に踏み込んでみます。 

       効果的且つステークホルダーのニーズに応えるために、プロジェクトパートナーといかにして自社の 

       想い(実現したい事柄)を共有するかの要点を皆様に伝授します。 
 17：00  閉会            



 ■講師プロフィール■ 
 

グリットコンサルティング合同会社 代表  日経BP社イノベーションICT研究所 研修講師  野 口  雄 志 氏  
＜講師略歴＞ 
・1953年生まれ 
・1971年 日本通運総務部通信課（情報システム部門）入社。 
・1982年 米国日本通運 ロスアンゼルス支店システム課長就任。 
 その後、東京国際輸送支店ｼｽﾃﾑ統括課長、 
 米国日本通運 米州地域情報ｼｽﾃﾑ課長、米州地域情報ｼｽﾃﾑ部長を歴任。 
・2007年  IT推進部長に就任。 
・2011年  常務理事 IT推進部長。 
・2014年  日本通運退職。グリットコンサルティング合同会社を設立。 
 現在は同社代表として、企業のプロジェクトマネジャーやICTマネジャーの育成、 
 ICT 推進組織のマネジメント改革を支援されるなど活躍中。米国PMI認定PMP PMI日本支部会員 
＜資 格＞ 
・米国プロジェクト・マネジメント協会（PMI）認定国際資格 
・プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル（PMP）を取得 
 

   ■カリキュラム■ 
1. 前回の振り返りと今回の想い 
 (1) パートナーの実力を引き出すために 
 (2) 提案依頼書(RFP)は営業と技術者の知恵の結集 
2. パートナー選定プロセスの説明 
 (1) パートナー候補の選定 
 (2) RFI（第一次選定） 
 (3) NDA（守秘義務契約）とRFP (第二次選考) 
 (4) プレゼンテーション 
 (5) 最終選考 
3. パートナー選定のポイント 
(1) 信頼関係 
 

会場案内図 

福井地区   【ライブ配信会場】 

金沢地区  【ライブ配信会場】 

富士通（株）福井支店 
 住所：福井県福井市毛矢１-１０-１セーレン本社ビル 
  電話：0776-50-6350 
http://jp.fujitsu.com/branches/fukui/ 
■ＪＲ福井駅正面より徒歩15分   
  福井商工会議所前 バス停より徒歩1分 
  福井鉄道 公園口駅より 徒歩3分 
 

富山地区   【ライブ配信会場】 
富士通（株）富山支店 
住所：富山県富山市新桜町２-２１富士通ビル 
電話：076-433-3500  
http://jp.fujitsu.com/branches/toyama/ 
■JR富山駅南口より徒歩８分 
 

富士通（株）北陸支社 
住所：石川県金沢市昭和町１６－１ （ヴィサージュビル15Ｆ） 
電話：076-265-4704 
 http://jp.fujitsu.com/branches/hokuriku/ 
 ■JR金沢駅東口から徒歩５分 
 

(2) 経験と実績 
(3) コンプライアンス 
4. プロジェクトの全体像と外注化のスコープ 
(1) 自分の木だけではなく、山全体を見ること 
(2) プロジェクトの中での立ち位置 
(3) プロジェクトマネージャーとの関係  
(4) コミュニケーションマネジメント 
5. 提案依頼書(RFP)の作成と説明 
(1) RFPの様式 
(2) RFPの範囲 
(3) RFP作成の心構え 
6. 提案書の回収と評価 



ＦＵＪＩＴＳＵファミリ会 北陸支部事務局 行き ＦＡＸ   076－265－4709 

『第１１回ICTセミナー』参加申込書 

会員（団体）名 

 

 

 

ﾌﾟﾛﾏﾈ実践講座④ 

 

金沢・富山・福井 

所属・役職 氏名 

TEL 

ご住所 〒 

E-mail 

◇お申し込み参加者 

ﾌﾟﾛﾏﾈ実践講座④ 

 

金沢・富山・福井 

所属・役職 氏名 

TEL 

ご住所 〒 

E-mail 

2017 年      月       日 

□下記の個人情報取扱に同意し、本イベントへの参加を申込みます。 （□にレ点を入れてください） 
※記入される方は、上記に記載されている方全員から、本同意についてご確認いただきますよう、お願いします。 
 
 
                    (本申し込み書を記入されている方のお名前をお書きください) 
【個人情報取扱】 
ご提供いただきましたお客様の個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。 
・ 本イベントに関する連絡および開催当日の受付での使用 
・本イベント運営のための関係者（業務委託先、富士通関係会社、参加者／富士通パートナー会社）への提供 
本イベントにおいてお客様よりご提供いただきましたご意見等につきましては、複製・改変し、運営関係者 
およびファミリ会会員へ会場写真と併せて公表（匿名）させていただくことがあります。 
記入された内容についての開示・訂正・追加・削除を希望されるお客様は、以下お問い合わせ先までご連絡ください。  
ＦＵＪＩＴＳＵファミリ会北陸支部事務局  富士通株式会社 北陸支社 北陸エリア戦略推進部内 
住所：〒920-0856 金沢市昭和町１６－１ ヴィサージュ TEL: 076-265-4704     Fax: 076-265-4709 
E-mail: contact-family-hokuriku@cs.jp.fujitsu.com ファミリ会の個人情報保護ポリシー: http://jp.fujitsu.com/family/privacy/  

ご署名： 

□ プロマネ実践講座④ □ 

◇お問合せ先◇ ＦＵＪＩＴＳＵファミリ会 北陸支部事務局  －富士通㈱北陸支社 エリア戦略推進部内－ 

           〒920-0856  石川県金沢市昭和町16-1 ヴィサージュ 

                         TEL：（076)265-4704 FAX：（076)265-4709 e-mail：contact-family-hokuriku@cs.jp.fujitsu.com 
                       ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL： http://jp.fujitsu.com/family/sibu/hokuriku/index.html   担当：野村 

受講講座 

受講場所 

記入例  ※受講場所を○で囲んでください。 

           

ﾌﾟﾛﾏﾈ実践講座④ 

 

金沢・富山・福井 

所属・役職 ○○○○ 氏名 ○○○○○○ 

TEL ○○○-○○○-○○○○ 

ご住所 〒○○○-○○○○    ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

                       ○○○○○○○○○○○○○ 

E-mail ○○○○@○○○．○○．○○ 

※ご不明な点がございましたら、下記までお問合せくださいませ。 
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