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2018年度定時社員総会開催

2018/7/20

開催日：2018年6月21日（木）
神情協事務局

SE講座講師認定書授与式
SE講座講師3名を認定した。学生たちがIT業界に興味をも
つような講演を期待したい。

2018年度定時社員総会が、横浜ベイシェラトンホテル＆
タワーズ4階の清流の間で開催された。
社員総会に引き続き、ベストワーキングウーマン表彰式と
SE講座講師認定書授与式が行われ、ノンフィクション作家・
小松成美様の講演会を聴講し、そのあと会場を移し懇親会が
開催された。
総会
常山会長より、冒頭に「G7首脳会議、米朝会議、ワール
ドカップ」など近時話題が話され、業界近況として「国内外
の景気は少し向上しているが、人材採用は困難を継続してい
る」とお話しがあった。当団体の取り組みでは「合同企業説
明会」を開催し281名が集まり盛況を収めた。また女性社員
比率の増加に対し「女性管理職セミナー」の開催を予定して
いる。そして政府方針の働き方改革に同調し、「働き方改革
宣言」を表明するとの挨拶があった。
総会は、正会員数297社、出席会員数102社及び委任状提
出89社、総数191社で総数の2分の1以上あり総会が規定どお
り成立するとの報告のあと、常山会長が議長に選出され、審
議が開始された。
加藤事務局長よりIT業界の現状と新事務局体制の挨拶から
始まり、2017年度事業報告として、各委員会の事業活動に
ついて報告があった。そして、2017年度決算報告及び第5期
理事及び監事選任を審議し、議案全てについて異議なく満場
一致で原案通り承認可決された。
ベストワーキングウーマン表彰式
魅力ある課題に取り組み、女性活躍の場を広げ躍動的に活
動しているワーキングウーマンの41名が表彰された。

講演会
ノンフィクション作家の小松成美
様より「逃げないプロの生き方 〜逆
風から成功へ、プロの思考と行動とは
〜」をテーマに講演していただいた。
横浜市出身で横浜が大好きな小松様
は、現在も横浜市在住の作家である。
社会人となった当時の職場環境は男性
社会で、女性社員は「クリスマスケーキ」に例えられ、25
歳を過ぎると「生きがい」という芽は紡がれた。そんな苦
境の中、作家を目指した小松様が劇的に出逢った方々の話へ
と続いた。飲食業界初“100店舗100業態”を達成した村松
厚久、錦織圭の恩人とも言われた“テニス・ファンド”設立
者の盛田正明、信じた道“二刀流”を毅然と走る大谷翔平な
ど、熱狂しあきらめないプロ達の思考と行動について熱く語
られた。その節々で、冒頭に話された「プロの定義」
、「夢の
定義」が彩りされ意義ある教えとなった。
懇親会
その後の懇親会では、300名の方々の参加により、常山会
長挨拶、代表して前山副会長からの乾杯と続き、締めは中溝
副会長が努め、無事総会及び一連行事は終了した。

開催日：2018年6月21日（木）
女性活躍ダイバーシティ委員会

第12回ベスト・ワーキング・ウーマン表彰式
ベストワーキングウーマン表彰は、働く女性の意欲向上と働
き続ける励みとするとともに、その努力に対し謝意を表し、今
後ますます女性の活躍の場を増やしていくことを目的に2006
年から行っており、今回が第12回となる。今回の表彰は23社
41名の方を表彰した。
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木 村

真 理

株式会社ティー・エス・アール
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中の方、または今後リーダー
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え り
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NTTエレクトロニクステクノ株式会社

田中
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岸
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関 根

由 衣
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ワーキングマザー賞
（現在、小学生までのお
子さんを育てながら、仕
事にも積極的に取り組ん
でいる方）

ゆり佳

大学向けSE講座は、学生向けに、IT業界の正しい理解を

大学向けSE講座
受講の学生が、I T

た。現在、認定講師は53名登録されており、今回、3社3名

業界に興味を持っ

新任講師

ていただける講義

株式会社CIJ

須田

隼

株式会社データープロセスサービス

大西

雄一

祐 加
真木子
朋 子

となるよう期待し
たい。

2017年度「大学向けSE講座実施大学とSE講座講師との情報交換会」
「情報交換会」は、12大学（19名）、23企業（25名）が
参加し、SE講座がさらに両者にとって有意義なものとなる
よう活発な意見交換が行われた。
第一部では、協会側から講座の現状として、2017年度から
新たに「湘南工科大学」が開講し前期6校、後期5校で講座が
実施されたことや、新たに8名の講師が認定されて57名となっ
たこと、また、SEハンドブックが第9版としてさらに充実し発
刊されて次年度の講座から活用されることが報告された。
各大学側からは、学生の講座に対する期待として、「求め
られる人材像や仕事でのよいことだけでなく悪いこともリア
ルに聴きたい」などの就活に活かせる情報を求めていること
や、講師に対する評価でもリアルな体験談を交えた講義が高
評価との報告があった。
SE講座の目的である多くの学生に情報サービス産業を目

香
貴 子

た。

心に講座を開講しており、2018年度は11大学の開講となっ

大脇美由紀

橋

子

の方を大学向けSE講座講師認定審査会が面接を行い認定し

2004年度より神奈川県私立大学就職研究会加盟各大学を中

株式会社セントラルシステムズ

由 季
雅

開催日：2018年6月21日（木）
SE講座特別委員会

大学向けSE講座講師認定書授与式
頂くこと、さらに当業界に就業を勧める事を目的として、

陽 子
さおり

開催日：2018年2月14日（水）
SE講座特別委員会

指してもらうためには、両者が本音で情報交換できるこの会
は重要であるとの認識を確認した。
第二部の懇親会では、退任する専修大学の綿貫教授に長年
にわたり当講座に尽力していただいた功績に感謝し記念品を
贈呈するとともに、各大学とは、お互いの就活に関する話題
や就職先としての期待など緊密な情報交換を行った。
株式会社アイネット 樋渡 勝

第49回神情協ビジネスフォーラム
第49回ビジネスフォーラムは横浜市とＩＤＥＣ様（公益
財団法人横浜企業経営支援財団）との協賛でホテルプラム横
浜で開催された。中村横浜市経済局中小企業振興部ものづく
り支援課長のご挨拶で始まり、製造業およびIT関係の4社が
プレゼンテーションを行いました。その後守屋企業経営委員
長のコーディネーションのもとで、パネルディスカッション
が実施された。
パネラーはプレゼンテーションを披露した3社の社長に新
たな1社が加わり合計4名で、職人の感覚を数値化できるの
かとか、もっと成功事例を作るべきだなどの前向きかつ積極
的なご意見が多く出た。
フォーラム全体は砂田ファーストステージ社長の絶妙な総
合司会で滞りなく時間どおりに終了し、同ホテルに
於ける第二部の懇親会へ移動となった。懇親会には
74名が参加され、坂本ＩＤＥＣ技術支援担当部長の
ご挨拶、常山神情協会長の乾杯に引き続き、和気あ
いあいの会がスタートした。
会の中ほどに今回の新入会員として株式会社ＮＴ
Ｑジャパンと株式会社シスメトンが守屋委員長から紹

企業経営委員会セミナー
『ブラック企業』とは！？ 広辞苑の10年ぶりの改訂によ
ると【一般的に、労働法の規定する範囲を逸脱したような劣
悪な勤務環境や過酷な労働を強いる企業の総称】とのこと。
皆さん、我らが神情協会員にブラック企業は存在するのだろ
うか？ 私は存在しないと思う！ しかし一方で、黒い噂を耳
にすることもありますし、かく言う弊社も時々過酷な労働に
なったりもしている。
いずれにしても神情協会員としては、ブラック等と呼ばれ
ないように 日頃から注意し、啓蒙する必要があります！ そ
んな背景から、ソフィア横浜人事サポートの矢内宏樹様を講
師にお迎えし、51名の参加者を集め、『ブラック企業対策
セミナー』を企業経営と産学連携の両委員会で共催した。
テーマは『劇的に変化する労働環境、IT 業界の未来につな
がる労務管理とは』。内容は採用、問題社員、法令、固定残

「神奈川IT就職フェア」開催される
毎年恒例の神情協主催「神奈川IT就職フェア」(合同企業
説明会)が、横浜そごう9階(新都市ホール)で開催された。昨
今の企業の人手不足や売り手市場の採用環境を背景に協会
加盟企業49社が参加、大学、専門学校の就活生281名が来
場した。これは、過去最多だった2009年
に次ぐ動員数である。各社のブースにも平
均で21.1名の訪問（最少で7名、最大は57
名）があり、学生たちは皆真剣なまなざし
で各社の説明を聞いているのが印象に残っ
た。前日には首都圏に雪が舞う季節外れの
悪天候で、学生の出足が心配されたが、ま
ずまずの来場数であった。ほとんどの情報
はインターネット経由で取得というスマホ
が当たり前の世代でもこうして企業の人事
担当者と直に触れ合う機会を得たことは、今後の就職活動に
少なからずよい影響が出るものと期待している。新入社員の

開催日：2018年2月15日（木）
企業経営委員会

介され、絶大な拍手で迎えられた。その後、立食形式の懇親
会であったこともあり、名刺交換も活発で皆さん大いに盛り
上がった。フォーラムには今までに何度となく参加したが、
いつもながら神情協およびゲストの面々には大変に魅力的な
方々が多く、あっという間の1時間半であった。最後は前山
神情協副会長の締めで楽しい懇親会もお開きとなった。
常々思っていることが、この記事をお読みの方でまだビジ
ネスフォーラムへ参加したご経験のない会員の方がいらした
ら、次回はぜひ参加されることをお勧めする。ビジネスと人
の輪との両面で必ずや収穫があると確信しております。
ネクスト・セキュリティ株式会社 志垣信人

開催日：2018年2月28日（水）
企業経営委員会

業、パワハラ、
新型うつ、働き
方、労務管理
等。 最新データ
を駆使し、法改
正や裁判事例ま
で幅広くお話を
頂き、参加者は
目から鱗を落し
ながら、食い入るように受講していた。
質疑応答タイムでは矢継ぎ早の質問攻めで活発な議論が交
わされ 「大変参考になった、目指せホワイト企業！」を合
言葉に閉会となった。
デジタルコム株式会社 前山浩志
開催日：2018年3月22日（木）
産学連携委員会

ミスマッチ〜早期離職〜の解消につながれば有難い。今後ま
すます厳しい採用環境が予想される中で、このようなイベン
トを利用して各社の採用活動が少しでも効率よく運べればよ
いと考えている。
株式会社YSLソリューション 大野二郎

開催日：2018年4月13日（金）
労働福利委員会

第1回労働福利委員会セミナー

拠出年金」である。節税や人材確保にもメリットがあり、大
手企業だけでなく中小企業でも福利厚生の一環として導入が
進んでいる。
確定拠出年金を導入するにあたり重要なことは、個人（社
員）への投資教育である。投資・資産運用への正しい知識を
習得させ、自助努力を促すことが今後の企業の大きな役割に
なっていきそうだ。
社会保険労務士法人ソフィア横浜人事サポート

矢内宏樹

かながわ労働プラザで、「第1回労働福利セミナー」が開
催された。講師は一般社団法人確定拠出年金教育支援協会代
表理事の至田勝紀氏、「確定拠出年金を考える〜人生100年
時代の自助努力支援福利厚生〜」をテーマに、具体的でわか
りやすい講義のもと、その重要性を理解することができた。
誰しもが不安に感じている老後生活。少子高齢化の進む日
本では公的年金制度のみで老後の資金を確保することは難し
い現状。このような中、注目されかつその役割が増している
のが、掛金を拠出し加入者自らが運用する私的年金の「確定

開催日：2018年5月19日(土）
労働福利委員会

家族地引網大会
■地引網は中止も盛況なバーベキュー大会へ

恒例のお子さん向けの宝探しイベントは無事開催。小学生

一週間前の天気予報では雨模様が予報されたが、当日会場

未満の部は、宝探しよりも砂遊びに夢中になるお子さんもい

に着いてみると太陽が出てきて青空が広がる陽気となった

た。小学生の部では、開始の合図と同時に目星をつけていた

が、あいにく風が強く早朝までの雨もあって、海が荒れてい

お宝めがけて飛びこむ子も見かけた。特賞を当てた子は喜び

た。

にあふれた顔でテントに戻っていった。

子どもたちをはじめ、地引網への期待を膨らましたが、船

地引網はできなかったが、家族慰安行事として楽しんだよ

が沖に出られず今回の地引網は中止となった。最後まで実施

うだ。当日の写真は神情協のホームページにも掲載しており

できるよう動いていただいた、網元の方々、労働福利委員会

ますのでぜひご覧ください。

の方々にはこの場を借りて御礼申し上げます。
気持ちを切り替えて、会員企業の皆さんは各々バーベ
キュー。複数社で一つの鉄板と食材を共有するテントでは、
各社の若手が協力して焼きそば作りやお肉の担当をされ、賑
やかな声が響いた。

第３回

首都圏3団体フットサル大会頂上決戦

開催日：2018年5月26日(土）
労働福利委員会

ミズノフットサルプラザ藤沢で、今回で3回目となる首都

来年は千葉県情報サービス産業協会の主催で浦安で開催さ

圏3団体（東京都、千葉県、神奈川県の各団体）の上位チー

れる予定。また、熱戦が繰り広げられることを期待したい。

ムによるによるフットサル大会頂上決戦が行われた。
半日のイベントの中で、3つのコートに3チームずつ分か
れての予選、各コートの1位、2位、3位の3チームずつが総
当りで順位を決める順位決定戦が行われ、各チームとも7分
ハーフの試合を4試合ずつこなすハードな内容であったが、
各団体の上位チームにふさわしい見ごたえのある試合が多
かった。
優勝は株式会社日立社会情報サービス、準優勝はＮＴＴ
データフォース株式会社、3位はシンポー情報システム株式
会社という結果だった。

ニューテック株式会社

戸高秀和

開催日：2018年4月19日（木）
企業経営委員会

第50回神情協ビジネスフォーラム
第50回目となる神情協ビジネス
フォーラムがホテルキャメロット
ジャパンで開催された。J I E T（日
本情報技術取引所）との共催という
事もあり、110名もの参加者で会場
は熱気に満ち溢れていた。商談会は
10社が登場、JIET会員とKIA会員
が交互に各社魅力的なプレゼンテー
ションを繰り広げていた。
神情協事務局

甲田泰之

新入社員向け技術見学会「キングスカイフロント」

開催日：2018年5月14日（水）
教育研修委員会

今回の見学会は、川崎市にある国際戦略拠点キングスカイ
フロントにある「慶應義塾大学殿町タウンキャンパス」で開
催された。参加者は50名。当日は、ITを活用した最新研究
プロジェクトなどを紹介いただいた。以下、参加者の感想。

■株式会社アローズ・システムズ 小松 直樹
私はITに将来性や可能性を感じこの業界に就職した。だ
が、具体的にどんな可能性があるのかは分かっていない。今
回のキングスカイフロント見学でそれらを知ることが出来
た。
これまで医療現場では経験則や感覚で決断することが多
かったそうだ。すると患者は手術の方法を選択するときに医

たらいいなと思わされるようなものばかりであった。また、

者の勧めを聞くしかない。また医者も手術のリスクを説明し

AIと聞くと「仕事を奪うもの」というイメージが付きまとう

づらい。そこにビッグデータが活用されたことで、今まで曖

が、それは新しい技術が出るたびに毎回言われていたことで

昧だったものが数値として明確になった。患者も医者も納得

ある。ビッグデータやAIは、むしろ人類の味方になるだろ

のいく選択をすることができるようになった。介護の現場で

う。情報技術は進化し続け、人類に便利さを提供し続けてい

は、本人にも分からない排泄前の異変にAIが気付き排泄のタ

たが、その進化が止まることは永遠にないと思った。

イミングを知らせてくれるそうだ。これにより利用者と介護

この見学会で、自分がその産業に携わる人間の一人である

者の負担を軽減することができた。これらの話は今まで聞い

と実感した。ご紹介いただいた技術とは違う分野で活動する

たことのない刺激的な話であった。

かもしれないが、「IT技術者は人々の生活を向上させる存

今回得られた一番大きなことは、見学会で知ることが出来

在」であるということは、今後役に立つはずである。

たITの将来性や可能性がほんの一部であり、ITにはまだまだ
可能性がある。それを作り上げていくのは私たちであるとい
うことだ。

■株式会社ティー・エス・アール 金子 典枝
IT技術が医療分野に進出している話は以前から聞いてい
たが、想像以上に技術が発達していて驚きを隠せなかった。
ビックデータの有効活用、AIによる分析、その結果を社会に
還元する研究など、新しい情報技術革命がすぐそこまで来て
いると感じた。
ご紹介いただいた技術はすべて、今すぐにでも実用化し

第5回経営者座談会

開催日：2018年5月17日（木）
企業経営委員会

第5回となる経営者座談会が事務局会議室で開催された。参加者21名が４つの
テーマ「後継者問題」「働き方改革」「評価制度」「若手社員の育て方」で、グ
ループに分かれて討論を行った。終了15分前より、討論内容の発表が行われ、参加
者は様々な視点からの意見に触発されていた。

■株式会社ジェニシス

理システム「Dent Net」である。クラウドも一

株式会社ジェニシスは坂口敏雄社長が53歳

般的ではなかった時代である。まさに、今まで

のとき設立し、創業25年を迎えた。働きなが

の世の中にない画期的な製品であった。当初は

ら高校・大学を優秀な成績で卒業した同氏は、

営業活動に苦慮したこともあったが、現在では

日本電信電話公社（現・NT T）の研究員として

全国で約900の医院に導入が進み、歯科医院

キャリアをスタートした。エリートコースを歩

向け予約システムとしてはトップシェアを誇っ

み、副理事を務めたが、53歳の時に「このまま

ている。

中である。

定年をむかえるのは性にあわない」と一念発起

今後は、自らの判断で主体的に行動する自

し、現在のジェニシスを立ち上げたのだった。

立型社員を育成したい、そう語る坂口社長の名

「世の中にないものを創る」ということが、

刺入れの中には、松下幸之助の「人には無限の

ジェニシスの基本理念である。当初は派遣業

可能性がある」という座右の銘が入れられてい

を中心に事業を行っていたが、創業後数年で

た。信頼して任せれば、社員それぞれが自分の

社員から「顧客の要望を実現するだけではな

可能性を発揮して大きな成果をあげ、期待に応

く、自社製品を作りたい」と声が上がった。そう

えてくれるということを心から信じているのだ。

して出来上がったのが、歯科医院向け予約管

ジェニシスは今日も自らの可能性を信じて躍進

■サンネット株式会社

サイクルを回して経営品質の向上活動を行っている

いきたいと述べる姿勢と若手集団のますますの活躍
に目が離せない企業であった。

サンネット株式会社は本社を小田原に置き、今年

ので、課題は尽きない。」とお話し頂いた。同社の取

10月1日に50周年を迎える歴史ある企業である。同

り組みである経営品質向上活動により、課題の解決

社は1969年10月1日に、地元小田原商工会議所と

を繰り返し、企業の価値向上を目指していることが

税理士会が中心となり受託計算の業務を行う企業

強く感じられた。

として創業した。創業後10年程度は、受託計算の業

営業出身で2010年から社長としてご活躍されて

務をメインにアウトソーシング事業を拡大し、その

いる市川聡氏は「感動創出企業」を目指し、活動を

後システム開発に事業を展開、現在は情報システム

している。現在は、CSR活動にも力を入れており、今

サービス事業が加わり3事業を柱として運営を行っ

後も活動を継続していく方針とのこと。また、企業と

ている。全国各地の行政システムや各商工会議所、

してお客様から選ばれる会社であること、
「サンネッ

青色申告会はもとより、東京に本社を置く大手民間

トにまたお願いしよう！」と言われる会社を目指して

企業など多くの企業と取引を行っている。現在社員

いるとの言葉をいただき、市川氏がしっかりとした

数は170名前後。

企業理念を掲げ会社全体をまとめているのだと感じ

現在の課題を尋ねると「やはり、人財に関わるこ

られた。

と。SEの量と質を確保すること、離職者の対策や障

今後の展開として現在は、アウトソーシング事業

がい者雇用などだ。また、経営品質のフレームワー

BPRでSICSの開発に着手しており、A Iや新しい分

クに基づき全社経営計画を作成し、基本的なPDCA

野にも挑戦する。今後もCSR活動を継続して行って

■高千穂ソフト株式会社

は人にあり」の経営理念にある。現在、営業活

横浜駅から徒歩3分に事務所を構える高千

動が中心の中村社長自身、50歳まで現役で新

穂ソフト株式会社を訪問し、素敵な笑顔で出迎

幹線の運行システムの開発を行っており、自ら

えてくれた中村社長にインタビューを行った。

理念の先頭に立ち技術と信頼を獲得してきた。

同社は戸塚にあるソフトウェア工場に常駐し

それらは脈々と社員に受け継がれている。

ていた株式会社データプロセスコンサルタント

客先常駐の社員が多いため社内の懇親会や

（現アイエックス・ナレッジ株式会社）の社員8

忘年会、4月にハワイやサイパンへの3泊5日の

名が独立し、1984年に創立した。一緒に独立

社員旅行でコミュニケーションを図り結束を深

した当時の課長が社長となり、中村社長が後

めている。また精力的に人材確保に取り組ま

を引き継がれ2代目となり現在に至る。

れ、各地の学校で企業説明を行い、質の良い若

高千穂ソフトの業務は、ソフトウェア業を基

い社員を確保するのが厳しい現代で毎年新卒

盤とし、ガス・電気のインフラシステムや交通

生を入社させている。社員寮も完備しており、

システム、業務アプリなど多岐に渡る。今年で

若い社員や地方から出てくる新卒生も安心して

35期目を迎える同社は、これまでにバブルの

働ける環境を整えている。若手とベテランの力

崩壊やリーマンショックなどの経済危機に直面

が結束し、より力強い「土台」となって今後も活

しているが、その中でも生き残れたのは「土台

躍し続けていくと感じた企業訪問であった。

設 立：1993年12月
資本金：1500万円
売上高：約5億円
社員数：35名
住 所：横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1
第6安田ビル3階
Tel：045-319-1785
URL：http://www.genesis-net.co.jp/

設 立：1969年10月1日
資本金：3,200万円
売上高：14億7百万円（平成29年6月決算期）
社員数：172名（平成30年1月1日現在）
住 所：神奈川県小田原市栄町1‐6‐1
小田原第一生命ビル3階
Tel：0465-22-9707（代表）
URL：http://www.sunnet.co.jp/

設 立：1984年8月7日
資本金：1,000万円
売上高：6億2千万円（平成29年7月決算期）
社員数：58名
住 所：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-1
鶴屋町第二ビル
Tel：045-316-1561（代表）
Fax：045-316-5253
URL：http://takachiho-soft.co.jp/

開催日：2018年5月22日（火）
企業経営委員会

第82回神情協ゴルフコンペ
横浜カントリークラブ東コースで開催された。当日は、絶好
のゴルフ日和となり開会式、常山会長の始球式後、OUT
組、IN

8

8組同時スタートでコンペが開始された。とにかくこ

のコースはバンカーが多く、また、当日のピンポジションは
かなり難しい位置であったため多くのプレーヤーが苦労した
と思われる。
コースコンディションはさすが名門といわれるだけあってグ
リーンセッティングも整い、フェアウエイのコンパクション
は硬くランもよく出ていた。
結果は、当コースのメンバーで
もある株式会社エーアイネット・

おっしゃっていたのでまた楽しみがひとつ増えたゴルフコン

テクノロジの中山社長がGROSS

ペであった。参加者の皆様、大変お疲れ様でした。

85 NET 70.6でみごとなスコア

順

位

コアで前年優勝の私も手も足も出

優

勝 株式会社エーアイネット・テクノロジ

ず脱帽である。表彰式優勝の弁

準優勝 株式会社テクノブレーン

で総合優勝。本当に素晴らしいス

で、来年は西コースで開催とも

３位

会社名

参加者名 ネットスコア

株式会社エイ・シー・ティ

中山泰秀

70.6

江部

厚

72.0

板橋哲也

72.6

先端技術研究会
技術委員会

2017年度は『V R』をテーマ

『先端技術研究会』では、会員企業が推進役(幹事会社)

に全6回の研究会を開催した。皆

となり、競争力や将来性のある「先端技術」や「重要技

さん瞳をキラキラ輝かせながら

術」の共同研究を行っている。最新技術の習得やスキル転

VRソフトの製作に取り組み、多

換を支援し、会員企業の、延いては協会全体の技術力向上

くの面白い研究成果が生まれ、

に寄与するもの。

大好評のうちに終了した。
技術委員会では2018年度も
【A I、I O T、ブロックチェー
ン、画像処理、AR、VR、MR、
組込、自動運転、ラズパイ、
GPU】などをテーマに開催する
予定。「先端技術に触れたい、キッカケが欲しかった、技
術交流がしたい」という皆様、ぜひ、積極的に参加してく
ださい！！

新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社ソフト 東京支社
横浜市西区南幸
代表 中村 全
http://www.soft-co.jp
TEL 045-290-7531
業務 コンピュータシステムの設計及び
ソフトウェア開発
コンピュータシステムに関するコンサ
ルテーション
コンピュータシステム関連機器及び
パッケージ販売
■正会員
株式会社テラウェーブソフト
川崎市川崎区駅前本町
代表 工藤 義彦

http://www.terawavesoft.com
TEL 090-2453-8064
業務 コンピュータソフトウェア開発
■正会員
株式会社エム・ソフト
川崎市中原区小杉町
代表 飯田 昌宏
https://www.msoft.co.jp/
TEL 044-739-3363
業務 ソフトウェア受託開発、プロダク
トサービス、インフラ
■正会員
株式会社システム・ロジックス
東京都台東区東上野
代表 吉田 忠功
http://www.syslg.co.jp

発行所：一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会 広報委員会
電 話：045－316－2244
FAX：045－316－2246
印刷所：YAQ

http://mental-h.com/
TEL 03-6715-7751
業務 JAVAでの開発、SAPでの開発・
技術サポート、BIG-DAT Aの構築・解
析、Pythonでの開発
■賛助会員
株式会社ドコモCS神奈川支店
横浜市西区みなとみらい
代表 河内山 晃
http://www.docomo-cs.co.jp/
company/company.html
TEL 045-226-8012
業務 NTTドコモのサービスや基盤である
コンシューマ営業、法人営業、通信ネッ
ト、ワーク設備の建設や保守等の業務
■賛助会員

株式会社ワイズラボ
横浜市神奈川区子安通
代表 豊 純光
http://www.wiselabo-yokohama.com
TEL 045-594-8759
業務 総合保険代理店
■賛助会員
株式会社日本コンサルタントグループ
東京都新宿区下落合
代表 原田 明人
http://www.niccon.co.jp/
TEL 03-5996-0787
業務 総合経営コンサルタント業
企業診断・改善支援、人材育成。能力
開発、市場調査、地域開発、eメールプ
ロモーション・出版事業

