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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の最新状況を考慮した国内ICT市場予測を発表された。
2020年の国内ICT市場（支出額ベース）は前年比4.5％減の28兆2,155億円と予測されています。

2020年の国内市場の製品セグメン
トごとの前年比成長率（詳細は参考
資料を参照）は、スマートフォン／
PC／タブレットなどのDeviceがマ
イナス22.0％、サーバー／ストレー
ジ／IaaS／ネットワークなどの
Infrastructureがマイナス1.2％、
Softwareが4.0％、IT Servicesが
マイナス1.8％、Telecom Services
がマイナス0.5％と予測しており、
国内ICT市場全体では前年比4.5％
減の28兆2,155億円になると予測し

ています。

市場の動向は徐々に回復する見込みではありますが、回復までには時間を要する予測になっております。

マーケットデータ



マーケットデータ
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過去に起きたこと（歴史は繰り返される？）

バブル崩壊期 1991年から95年に起きたこと

・91年 「情報サービス産業」の事業所数は7,000、就業者数は49.3万人
・95年 「情報サービス産業」の事業所数は5,800、就業者数は40.7万人

→１２００事業所、８.６万人はどこに・・・

・91年 売上高 7.1兆円 １人当たり売上高 1,459万円
・95年 売上高 6.3兆円 １人当たり売上高 1,562万円

（１）事業所が減少したため、多重下請け構造の階層が一部で短絡化した。
（２）一定の技術力と就業モラルを持つ要員が残存したため生産性が上がった。
（３）経費の見直しが進み、手続きが簡素化した。

今回の全世界的影響を考えると、スキル不足要員は、残存が許されず、当
時は飲食業や製造業の「人手」として転職先があったが今回は？
受託系ＩＴサービス業における構造を考えると、ユーザー企業の影響は前
回以上に大きく、場合のよっては１０万人以上の余剰の可能性あり
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企業理念

人と社会により善き変化を提供する
システム構築・ロボティクス・アプリケーション開発

GKI‐Learning （法人向け研修・セミナー）

Web配信支援サービス

就職支援付ITエンジニア養成スクール
（Career Design Campキャリアデザインキャンプ）

小中学生ロボットプログラミングスクール

社名 株式会社GKI
本社 札幌市中央区北5条西6丁目1－23 第2道通ビル6階
LC 札幌市中央区北5条西6丁目1－23 第2道通ビル5階・6階・9階
LC 名古屋市中区錦1丁目17－13 名興ビル4F
設立 2014年11月
資本金 1500万円
代表 住 泰一郎
社員数 13名
加盟 札幌商工会議所・一般社団法人 北海道IT推進協会・UOS・JIET・北海道ITコーディネータ協議会・ITC札幌

さっぽろイノベーションラボ
事業内容

会社概要
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https://gkij.net/corporateprofile/sdgs/


弊社が目指すビジネスモデル
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小中学生

プログラミング

スクール

キャリア

デザイン

キャンプ

法人向け

研修

Webシステ

ム開発

ITコンサル

ティング

IT利活用を支える人材にフォーカスし、
研修や利活用設計＋システム開発に関する
垂直統合型のサービスを実装する

https://gkij.net/corporateprofile/sdgs/


札幌ラーニングセンター
〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目1-23 第2道通ビル 6F・9F
TEL:011-213-0925 / FAX:011-213-0926

提携会場

三田会場 銀座会場 水天宮会場 名古屋会場
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会社所在地と提携会場

© 2014-2020 GKI Co. Ltd.



GKI-Training Solutions
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GKI-Training Solutions

サテライト研修
iLearning社の

サテライト研修会場

オンライン研修
専門職、技術スキル
300コース以上展開

札幌開催
個別指導研修

（オンライン対応有）

新入社員、中途社員を、ご要望に合わせ
て、個別指導で育成します。

各種言語、カリキュラム、期間などは、
ご相談の上、決定します。

マイクロラーニング
eラーニング

短時間学習用からサブスク
リプションモデルまで

札幌・名古屋・東京開催
合同開催 新入社員研修

(オンライン対応有)

ITエンジニア養成（Java) 3ヵ月開催
ITソリューション営業養成2ヵ月開催

内定者研修からフォローアップ研修まで
トータルで新入社員を育成します。

助成金対応可能

一社向け研修
ビジネススキル・専門スキル

（オンライン対応有）

ご要望に合わせたを研修をアレンジして、
オンライン含む研修を提供

ビジネススキル、プロジェクトマネジメ
ント、ソリューション営業など

次世代IT利活用研修
DXを見据えたユーザ企業
向け 研修・コンサル



新入社員・未経験採用育成フロー
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新入社員・第二新卒・中途未経験者をご採用

4月入社 その他月の入社

全員一律で学ぶ スキル別で学ぶ

追加研修実施有追加研修なし

オンライン対応 新人研修
Webアプリケーションエンジニア3ヶ

月
ITソリューション営業 2か月

技術者営業職

オンライン対応
個別指導クラス



名古屋ラーニングセンターの展開
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メイン教室 定員30名様

利用可能備品
• プリンター
• 65インチモニター
• Noteパソコン
• Web配信設備
• 高速Wi-fi
• ホワイトボード他

Web配信時のオペレータ対応も可能
月曜日～日曜日までご要望に合わせた対応

名古屋ラーニングセンター

サブ教室 定員8名様

所在地
〒460-0003 
名古屋市中区錦1丁目17番13号
名興ビル4F

TEL:052-684-5831 
FAX:052-684-5831
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• 配信機材レンタル基本セット（出張対応可）
モニター、ハンディカム、三脚、マイク、配信管理PC含む機器一式
（マイクは指向性マイク・ハンドマイク・ピンマイクなどから選択））

100,000円（税別）～

• 配信オペレーター対応（出張対応可）
3時間/セット（準備含む）

30,000円（税別）追加1時間につき9,000円（税別）

• 配信・セミナー会場
名古屋ラーニングセンター 30人部屋 8:30~21:30

10,000円/1時間（税別）
29,000円/3時間（税別）
78,000円/8時間（税別）

御案内URL https://gkij.net/corporate/webserviceconsulting/

配信サービス含む費用

https://goo.gl/maps/XFLKq96HPvuoDY3M9
https://gkij.net/corporate/webserviceconsulting/
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新人研修説明会（オンライン開催）

なぜ、以下のような声をお客さまより頂戴することができるのか、弊社研修の特徴をご確認下さい。

・未経験者でも安心して任せることができるし、経験者もスキルアップする
・研修後にしっかり手を動かせる育成を次年度も期待している
・オンライン研修で不安もあったがここまで運営支援があれば安心
・採用時期がずれてしまったが、個別相談できるから積極的に採用できた
・助成金申請の支援が手厚く、とても助かる

説明会は名古屋、東京で開催するアプリケーションエンジニア育成クラスをご紹介

開催日 2020年10月12日（月）15:00～16:30
2020年10月23日（金）15:00～16:30

内 容
2021年度新入社員研修のご紹介

（ブラッシュアップを重ねた次年度のポイントをご紹介します）
助成金活用のポイント

（助成金活用ルールと留意点をご紹介します）
（職業訓練生含む採用候補者御紹介について御案内します）

質疑応答
（ご要望等何なりとお聞きできれば幸いです）

お申込 https://gkij.net/gkiinfo/gki202010seminar/

https://gkij.net/gkiinfo/gki202010seminar/



