109

ǾǳǷǸɉȧ

KANAGAWA INFORMATION SERVICES INDUSTRY ASSOCIATION

2018/11/16

開催日：2018年8月7日（火）
川崎市交流委員会

親子夏休みわくわくクノール食品工場見学会
私は8月7日火曜日にクノール食品工場の見学に行って来

ト4個分の広さの

ました。到着してから現地のとても大きな工場を見るとわく

工場の中に入り

わくしました。まず着いたら建物の中に入り、スタッフのお

ました。工場の

姉さんからクノールについての説明がありました。クノール

中にはたくさん

は昔のドイツで生まれたスープであることをはじめて知りま

の機械がありま

した。次にコップに入った5種類のスープを飲みました。私

した。ここでは

が一番美味しかったのはオニオンコンソメスープです。いつ

カップスープが

もお母さんが作ってくれるコンソメスープと味が似ている

1分間に400袋も

からです。それからサッカーコー

作られていて1日
130万食も製造
しています。私は機械ってすごいなと思いました。工場の作
業服には静電気でほこりがつかないような工夫がされていま
した。いつも飲んでいるスープがたくさんの人たちとたくさ
んの機械で作られていて勉強になり
ました。これからクノールのスープ
を飲むときは今までより美味しく感
じると思いました。とても楽しかっ
たです。このような機会をありがと
うございました。
株式会社ネットフォレスト
池邊和孝、菜（小４）
開催日：2018年7月19日（木）
企業経営委員会

第51回神情協ビジネスフォーラム

流・情報交換が活発に行われた。
共催の企画では常に新しい発想や
ビジネスチャンスを創り出せるビ
ジネスパートナーとの出会いが生
まれる。そんなフォーラムになっ
ているのではないか予感させるも
のがあった。
株式会社セカンド・ウェーブ

第51回神情協ビジネスフォーラムがホテルノット横浜に
て開催されました。 今回は関西電子情報産業協会（KEIS）
とE M S-J Pとの共催で実施された。
商談会87名、懇親会78名と盛況な
フォーラムとなった。常山会長始め各
団体のご挨拶で始まり、第一部商談会
ではKEIS,EMS-JP,KIAそれぞれの会
員企業 全9社が発表を行い、第2部懇
親会では共催ならではの会員同士の交

本田篤志

開催日：2018年6月22日（金）
労働福利委員会

第2回労働福利セミナー
かながわ労働プラザで、情報産業労働組合連合会の春川徹

ティの促進に

氏を講師に招き、「ITエンジニアの働き方改革に向けて」

より、柔軟性

というテーマでご講演いただいた。「働き方改革」の背景と

の確保、多様

して、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、育児や介護と

な人材の活

の両立など、働く人のニーズの多様化があげられる。こうし

躍、ひいては

た中、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境

企業の生産性

を作ることが重要な課題になっ

向上を推進す

ている。特に、IT業界にとって

るワーク・ラ

ワーク・ライフ・バランスを実

イフ・バラン

現するためには、働き方（ワー

スの実現がトレンドとなっている。「働き方改革」は、働く

クスタイル）を見直し、長時間

人の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる

労働を抑制し、年次有給休暇の

社会を実現し、働く方一人ひとりがよりよい将来の展望を持

取得促進を効果的に進めること

てるよう考えていきたい。
株式会社ジェニシス

が必要となる。近年、働き方の

吉田冬樹

トレンドとしてはダイバーシ
開催日：2018年6月26日（火）
技術委員会

第36回技術セミナー
参加しなかったかたに、「なんともったいないことを」と

を得ることができた。志

言いたくなるほど示唆に富んだ意義深いセミナーだった。講

の輔師匠がいう「落語は

師は立川志の春氏。米国イェール大学を卒業後三井物産に就

アートとサービスのあい

職したが、ひょんなことから立川志の輔師匠の話芸に魅せら

だ」という言葉はI Tに

れて弟子入り。厳しい徒弟制の中で何度も破門宣告を受けな

も通じる。お客様の立

がら師匠の許しを乞うて一からやり直し、今や真打目前とい

場に立ってお客様に喜ん

う気鋭の落語家だ。志の春氏がいう落語の世界の「教えない

でいただくためにどこま

教育」「認めない教育」は確かに時代に合わないかもしれ

で考え抜くことができるか、コミュニケーション力アップの

ない。しかし、講演を聞いた誰もがその向こうに今こそ必

原動力はそこにあると氏は直接的な表現を避けつつ何度も語

要とされている「考えさせる教育」「自分

りかける。日本人である私たちに英語の

自身を見つける教育」を読み取ったに違い

落語を聞かせて笑いを取る。師匠が氏に

ない。講演は「エンジニアに求められるコ

言った「オレを快適にしろ」という言葉

ミュニケーション力をアップ↑させる」と

を守って日々精進して来たからこそでき

題して行われたが、志の春氏と師匠との関

る技だ。師匠も偉いが弟子も偉い。深く

係性の中から、そして最後に演じられた古

感銘を受けた。
株式会社ジェイエスピー

典落語『金明竹』の中から数多くのヒント

三浦康弘

開催日：2018年9月18日（火）
SE講座特別委員会

「大学向けSE講座」協会内講師情報交歓会
小川名委員長が議長を務める中、講師48名中26名が参

自分の人生がでどうであるかを基本に伝える講師。二人の講

加し、講座内容の充実された情報交換となった。今回は、

師は「SEハンドブック」を使いながら進め、後半はグルー

2018年前期SE講座の最終回アンケートにより学生が印象に

プワークを組み立てる、またはコミュニケーションゲーム

残った講座を担当された5名の講師に実際の資料を見ながら

を実施するなど、90分の講座でグループ講座を可能とした

講座内容をお話しいただいた。ベンチャーで立ち上げた話や

進め方に他の講師からは質問が多く大変参考になった。テキ
ストの内容はほぼ話さず、生徒の周辺を歩き回り問
いかけながら進める大変ユーモアのある講師、学生
目線で言葉遣いも親しみのあるしゃべり方で進め、
自分自身の経歴を懇々と話す講師。5名の講師の進
め方はさまざまで、学生に印象が残るコツが垣間見
れ、今後の講座進行に大変勉強になる情報交歓会と
なった。
懇親会の席でも、さらに深い質問や本音トークも
あり、和やかな有意義のある会で締めくくられた。
株式会社フューチャーネットワークス 中山いその

開催日：2018年7月4日（水）
女性活躍ダイバーシティ委員会

ベスト・ワーキング・ウーマン表彰受賞者による座談会
ベスト・ワーキング・ウー

だったが、参加された全員が共通して、入社

マン表彰受賞者のみなさん、

したときから仕事は続けたいと強く話されて

受賞おめでとうございます。

いた。そして、これからも家庭との両立は大

座談会では、ワールドカフェ

変だが、働き続けたいと素敵な笑顔で話して

スタイルでリラックスした雰

いた。働く女性たちのために、制度と現場の

囲気の中、結婚・出産後の働

サポートの双方の充実に向けて取り組むこと

き方などを中心に、自由に話

が重要だと感じた。

し合っていただいた。女性が

株式会社ティー・エム・シー

角本朝子

自分らしく働くためにどうし
たらよいか、どんな働き方が
あるのかについて、自分の体験談を踏まえて積極的に意見交
換が行われた。会社の中で初めて制度を利用する人、会社に
制度を作ってもらった人、制度がなかった人、制度はあるが
使えるような職場ではなかった、制度を利用した女性がた
くさんいる職場など、立場や置かれている状況はさまざま

女性活躍推進に関する経営者向けセミナー&ワークショップ

開催日：2018年8月21日（火）
女性活躍ダイバーシティ委員会

神情協会議室で、NPO法人ファザーリング・ジャパン理

必要な対策は上司(管理職)の意識と行動改革がポイントだそ

事であり、NHKの番組で「元祖イクボス」として特集され

うだ。その中で、増える女性の職場活躍。女性が活躍してい

た川島高之氏をお迎えして、「働き方改革と女性活躍は表裏

る職場は、業績良好という。「女性ならでは」を活かせるの

の関係

はもちろんのこと、女性役員が1人以上の企業は、破たん確

〜イクボスで成果と笑顔がともにアップ〜」という

テーマで、セミナーとグループ分けによるワークショップを

率を20%減らせるという報告には、驚愕した。

実施した。セミナーでは、Life、Work、Socialという3つ

ワークショップの課題は、女性が活躍できる職場にするため

の経験や視点を融合させた講演をお伺いした。私は、イクボ

に、なにが必要か？について附箋に自由に意見を書き、まとめ

スという言葉を初めて聞いたが、イクボスとは、男性の従業

ていくという形の中で、とても有意義な意見交換ができた。

員や部下の育児参加に理解があり積極的に支援しながらも、
優しいだけでなく、結果志向も大切にする経営者や上司のこ
と。近年、大企業、公的機関などもイクボス宣言をするとこ
ろが増加しているという。なぜ、いまイクボスが必要かは、
働き方改革、生産性向上、
長時間労働の是正などが理
由だ。男女や上司部下問わ
ず仕事とプライベートを両
立すべきという考え方や、
今後は産休育休・介護・高
齢者など、働く場所や時間
に制約のある社員が大半に
なっていくという時代背景
がある。どちらにしても、

株式会社第一コンピュータサービス

小檜山千恵子

開催日：2018年8月25日（土）
企業経営委員会・若手経営研究会

神情協クルーズパーティ
横浜クルーズ船（ロイヤルウイング）の２階フロアを貸し

方、仲間と協力しながら謎解きをする方、謎解きそっちのけ

切り、117名（大人101名、小学生以下16名）の参加者に

で仲間と談笑する方、それぞれ楽しい時間を過ごしていただ

よりクルーズパーティが開催された。土曜日の昼下がり、

いた。35分という限られた時間にも関わらず、予想を超え

14:45に大さん橋を出航。メイン会場で座席自由のローズ、

る方々が謎解きをクリアし、その中には小学生や小さなお子

個室利用のマーガレットおよびコスモスに着席していただ

様もおられてさらにビックリさせられた。クリアした方々

き、常山会長の挨拶、前山副会長の乾杯により開会した。

全員に抽選方式で景品が手渡され、1時間30分のクルーズも

ピアノとサックスの生演奏を聴きながら食事を楽しんでい

あっという間に終宴、最後は江部実行委員長の締めの挨拶に

るところに、緊急事態を知らせる司会者の声が。「大変で

より閉会した。
ノックスデータ株式会社

す！常山会長が頭のネジをどこかに落としてしまったようで

砂見

学

す！！」穏やかな雰囲気から一転、謎解きゲーム大会『常山
会長を救え！！』に突入した。一心不乱に謎解きと格闘する

開催日：2018年7月21日（土）
労働福利委員会

懇親船つり大会
快晴の土曜日、平塚庄三郎丸で神情協懇親船つり大会を

こそこ魚がキープ出来たが、なかなか3匹の鯵を確保出来な

開した。2名の当日欠席者が出たが、過去最高の68名の参加

い。時折歓声が上がり、30cmを超える鯵を釣った人いて盛

者があった。7時30分の開催式には全員集合し常山会長の

り上がる。鯖はいくらでも釣れるので大漁の人も出てきた。

あいさつの後、大型船3艘に分乗し出港した。今回

しかし、11時を過ぎた頃から風が出始め

の釣りものはここ数年恒例の鯵で3匹の合計重量で

波も出て船は大揺れに！！しばらくする

順位を決定する。さて5分程、走ったところで釣ス

とダウンする人が続出。そこで14時終了

タート。しばらくすると、そこかしこで歓声が上

を13時終了に変更。参加者に伝えるとラ

がる。ソーダカツオ、鯖、・・・。なかなか本命

ストスパートで今までより気合を入れる

が釣れないが退屈しない程度に釣れてくる。快晴

釣り人も・・・13時に港に戻り14時に

で風も２〜３ｍのため、波もなく快適。当日は35

表彰式。結果、1位：シンクタンクオブ

度の高温警報が出ていたが海の上はさらりとして

ジャパン中山泉氏、2位（2名）：ソフテ

気持ちよい。その後、数か所釣り場を変えて皆そ

ム仲尾次倫氏、アイセル西浦大祐氏。な
お、庄三郎丸からも賞品を提供いただい
た。
株式会社メビウス

渡辺直樹

第8回委員会対抗コンペ
第8回委員会対抗ゴルフ選手権大会がレンブラントゴルフクラブで神情協
の8委員会と正副会長ブロックの全9チーム総勢64名により、開催された。
例年にも増して各委員会の精鋭達が腕を競い、懇親会では順番に発表される
順位に各チームが 一喜一憂する大変盛り
上がったコンペとなった。
ベスグロは4大会連続労働福利チーム
に、優勝は教育研修チームが飾った。そ
のほか成績は以下のとおり。２位横浜・
川崎交流委員会合同チーム、３位労働福
利委員会、４位広報委員会、５位産学連
携委員会、６位正副会長ブロック、７位
技術委員会、８位企業経営委員会、９位
女性活躍ダイバーシティ委員会。
株式会社セカンド・ウェーブ 本田篤志

開催日：2018年9月13日（木）
企業経営委員会

開催日：2018年9月21日（金）
産学連携委員会

情報系専門学校との情報交換会
専門学校14校20名、神情協会員56社78名の参加を得て

生について積

情報系専門学校と神情協との情報交換会が横浜APビル会議

極的な採用」

室で開催された。常山会長より今期採用の充足と今後のより

や「学校と企

よい採用・就職活動につながるような情報交換会にしたいと

業の連携（合

挨拶があり、続いて富樫産学連携委員長より神情協の取組

説・インター

として「外国人留学生向け合同企業説明会（神奈川ITジョ

ンシップな

ブフェア）」、来年3月の「合同企業説明会（神奈川I T就

ど）における

職フェア）」、「学生ITコンテスト」について紹介があっ

協力」につい

た。青木副委員長の進行のもと、各専門学校より「IT業界

て要望が出さ

への就職状況」や、「合同企業説明会・疑似面接会の開催希

れた。最後に「教育研修講座情報分析結果」が提示され、

望」、「親御さんの就職への影響度合い」などについて説

IT業界の教育における人気講座・不人気講座・キーワード

明、質疑がされた。専門学校からは「内定時期が年々早まっ

などが紹介された。第2部の懇親会でも活発な意見交換が行

ている」という意見が出た一方、「企業が資格をどの程度重

われ、第1部とあわせて今後さらなる産学連携強化が期待さ

要視しているのか」、「留学生にどの程度の日本語能力を求

れる場となった。
ジスクソフト株式会社

めているか」などの質問が出された。また神情協へ「留学

冨澤慶二郎

開催日：2018年10月10日（水）
産学連携委員会

外国人留学生向け合同企業説明会

いる52名であった。こちらも昨年度から大幅に参加者数が
増加した。昨年度の12月から開催月を早めたことと、日本
の高いIT技術を学びたい、日本で仕事がしたいという学生
の思いが増加の要因と考えられる。参加学生は、母国で勉強
をしたうえで日本に来日し、IT技術を学んでいるものが多
い。とても向上心があり、日本で仕事がしたいという強い気
持ちを感じた。参加学生たちは、各企業の説明内容をしっか
りと聞き理解し、流ちょうな日本語で「主に使う言語は何で
すか」などの質問をしていた。また、メモを日本語で（ひら
がな・漢字）取っていたことにも驚いた。優秀な人材を発掘
し、企業にとっても成長につながるこのような取り組みは、
さわやかな秋晴れの一日、神奈川中小企業センターで「外

双方にとってとても有意義な試みだと思う。今後、企業側

国人留学生向け合同企業説明会」が開催された。参加企業

は、学生側の教育機関との連携をさらに強化して受け入れ体

は、昨年度のプレ開催時より2社増え10社。また、外国人参

制を整えることが大事になると思う。

加者はネパール・ベトナム・スリランカなどから留学をして

株式会社ティー・エム・シー

神奈川県私立大学就職研究会と神情協会員企業との情報交換会

佐藤三奈子

開催日：2018年10月12日（金）
産学連携委員会

横浜みなとみらいクイーンズフォーラムで、「第21回神

だ。業界イメージも少しずつ改善はされているようで、ある

奈川県私立大学就職研究会（県就研）と神情協会員との情報

学校からは、「働き方改革が一番進んでいる業界」であると

交換会」が開催された。県就研校18校(23名）、神情協59

の発表もあった。が、まだまだ、それらの情報発信が必要な

社(65名)と企業の参加が３倍と売り手市場の状況が反映さ

ようである。幸せな就職のために学校と産学連携委員会でお

れた。神情協常山会長と県就研鶴見大守田様の挨拶により開

互いに情報交換を進めていくことが、さらに必要と感じさせ

会となった。ともに先の経団連の就活指針廃止の発表を受け

られる会であった。

てのコメントで新たな約束事、学生が混乱しない決め事が必
要ではないだろうかとのお話だった。産学連携委員会の事業
紹介の後、参加大学よりご意見・ご報告を受ける。売り手市
場のためか、学生の就職活動は、「楽」と表現されるが、内
定を多くもらっていても「早期離職」を回避するため、適性
を双方でしっかり見極めて行くことが重要である。インター
ンの行ない方も今後変化すると思われるが、現状では、イン
ターンを業界研究としているのかインターンに行った企業に
そのまま就職することは少ないようだ。「オヤカク」なる言
葉も出てきている。学生は社会人ではないが成人なのだか
ら、企業も学校も学生の主体性を希望するが、売り手市場の
ため、少なからず親御さんの意見が就職先に影響されるよう

株式会社日本インテリジェントビジネス

萩原一成

■株式会社第一コンピュータサービス

ワー21F）に本社を移転してから人が集まり

川崎市に本社を置く株式会社第一コン

やすくなったとのことである。従業員数の伸

ピュータサービス。1976年に創業し43期目
を迎える。先代が日立製作所出身ということ
もあり、日立グループの業務を中心に事業を
拡大しながら、生損保を始めとする金融シス
テムの開発で実績を積み上げ、現在は売上
27億、従業員数300人を超える企業にまで
成長している。近年ではAIやロボット、IoT
分野にも注力しており、A Iに強みを持つ企
業との業務提携やこれらの技術に精通したエ
ンジニアの採用にも力を入れている。

びがそのまま会社の成長に繋がっており、今
期は売上30億を超える見通しである。
そんな増田社長は2004年に49歳で社長に
就任し、その後起こったリーマンショックで
は大きく売上を減らし業績回復まで数年を要
したものの、現在では後継者が不在の同業他
社の事業承継を引き受けるなど更なる成長を
遂げている。

業界全体的に採用難と言われる中、同社は
5年連続新卒採用を20名以上行っており、採
用活動成功の秘訣を増田社長に伺うと、5年
前にこの場所（ミューザ川崎セントラルタ

■株式会社システムワン
システムワンは社歴のあるソフト会社だ。先
代の伊賀昭社長を存じ上げているので、訪問
時にはぜひお会いしたいとお願いしていたとこ
ろ、会社へ向かうエレベータ前でバッタリとお
会いした。
「久しぶりに来たので、場所が分からなくなっ
た」
との本当とも取れるようなお話ぶりに、今業
界が差し掛かっている世代交代の難関を順調
に乗り越えられた様子が感じられた。今回は主
に現社長、伊賀宏行氏からお話を伺った。
システムワンは先代社長が前職の経験をも
とに平成７年に横須賀に設立、伊賀宏行社長も
設立時から営業として業務に携わっていた。
と
は言っても異業種からの転向で、当時は用語も
何も分からず、随分とご苦労をされたそうだ。
平成18年に事業所を横浜に移転、平成21

■株式会社コスミック
株式会社コスミックは2018年で設立30周年
を迎えるシステム開発会社である。設立当初は
小田急相模原で事業を開始し、その後2004年
に相模大野へ移転、地域性を活かした営業を
強みとし堅実な発展をみせている。現在、生損
保系データセンターのシステム開発を中心に、
都内企業にとって移動時間がかかる神奈川県
央・西東京の開発案件へ積極的に営業展開し
ており人事面では地場の人間を積極的に採用
し、地場の案件に就業することで地域貢献にも
繋げている。
取材中に、奈良取締役から何度も「おかげさ
まで」というキーワードが発せられた。その真
意は「お客様がいるからおかげさまで」、
「社員
がいるからおかげさまで」と常に相手を思いや
る精神が根付いた会社組織であることを意味し
ていた。社員の健康や遣り甲斐を重視し、ヒア
リングをもとに本人が前向きに取り組める業務

5年後の2023年には売上50億、従業員数
500名を目指すとのことで、PM教育をはじ
めとする社員教育や福利厚生制度の充実な
ど、量だけではなく質の強化にも注力し、中
期経営計画実現に向けてこれからも増田社長
の挑戦は続く。

年に社長に就任された。オフィスに入ると何と、
ペッパーがいた。
「将来、ロボットへの組込系の
足掛かりとでもなればと思い購入したが、
まだ
何も」
とのお話。
現在はJavaがメインの開発が多く、
セールス
フォースのプロジェクトチームを立ち上げ、今
後は拡大していくつもり、
とのこと。座右の銘は
「努力は必ずしも報われない。
しかし努力をし
なければ、その先の成功にはつながらない。」な
るほど、
ごもっともな話だ。
現在は、採用にご苦労されているそうだ。
「時
間を売っているのではなく技術を売る」をモッ
トーに、会社も儲かり従業員も儲かるような営
業を目指している、
とのこと。営業マンとしては
ベテラン、経営者としても安定期に入っている
ご様子で、ひとつの事業継承の形を見せられた
思いとなった。

に従事できるよう配慮する。またその後も過度
な残業を抑えるようサポートするという働きや
すい職場づくりは、他社から羨ましがられると
嬉しそうに話す社員の声に繋がり、そこに喜び
を感じると奈良取締役は語られた。また顧客に
対しては、生産性と品質の向上に努めることを
前提として、適切な工数や納期を相談し、稼働
時間を抑えつつも質の高いサービスを提供して
いる。同社の堅固な使命感は、携わった案件は
最後まで全うすることである。会社規模で比較
するとマンパワーは大企業に劣るかもしれない
が、少数精鋭の人間力でやり通し成果を上げる
ことに同社の価値があり、社員と顧客の双方か
ら信頼を得ている理由がここにある。
今後のI T産業への取り組みを伺った。ひと
つは医療・介護のシステム開発。もうひとつは
情報セキュリティ社会への貢献。変化の激しい
情報化社会の中、確実に近い将来日本が直面
するであろうトピックを確実に捉え挑戦する姿

設 立：1976年8月
資本金：4,500万円
売上高：27億円
社員数：310名（2018年4月現在）
住 所：川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー21F
Tel：044-549-8911
URL：http://www.dcs21.co.jp/

設 立：1995年12月
資本金：2,000万円
売上高：2億5千万円
社員数：30名
住 所：横浜市神奈川区金港町6－3
横浜金港町ビル3F
Tel：045-441-1101
URL：http://www.sys1.co.jp/

勢は、きっと新たな株式会社コスミックの歴史
を刻むであろう。

設

立：1988年9月

資本金等：1,000万円
売上高：約3億円
社員数：27名
住 所：相模原市南区相模大野3－13－1
第一タカタビル3F
Tel：042-744-7293
URL：http://www.kk-cosmic.co.jp/

産業能率大学
かながわ夢絵コンテスト
■子どもに対するプログラミング教育
産業能率大学で私が担当しているゼミでは、学生によ
るプログラミング体験ワークショップの企画運営を行っ
ている。2020年の小学校におけるプログラミング必修
化を受けて、最近話題の取り組みだが、本ゼミの活動
は10年以上前から継続している。近隣の小学生を対象

イベントがある。コンテスト入賞者が授賞式の後に自分

に、科学館や県青少年センターの企画に協力したり、

の夢絵を教育用プログラミングツールScratchで動く夢

キャンパスで独自企画で開催するなど年間6，7回実施

絵に変身させるワークショップだ。子どもたちは自分の

しているが、その中のひとつに、NPO法人こどもネッ

絵の中の登場人物を命令で動かすことに夢中になって取

トミュージアム主催の「かながわ夢絵コンテスト」関連

り組み、動く夢絵の発表会では見学の家族からも歓声が
上がる。2018年で5年目となるが、周りが笑顔になる
ワークショップで、これからも継続していきたい活動で
ある。
産業能率大学

情報マネジメント学部

北川博美

「西日本豪雨へ義援金」
神情協では、臨時理事会で西日本豪雨被
災者に対する義援金を承認し、神奈川新聞
厚生文化事業団を通じ、日本赤十字社に義
援金100万円を贈りました。今後とも神情
協への活動にご理解、ご協力宜しくお願い
いたします。

神奈川新聞に掲載

新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社アイティサーフ
横浜市中区長者町
代表 内堀 徹男
http://www.it-surf.co.jp
TEL 045-334-8035
業務 システム開発、基盤ソリュー
ション
■正会員
有限会社シンク
横浜市中区常盤町
代表 白石 直樹
http://www.shink.jp

TEL 045-227-5671
業務 webサイト制作・サイネージ用コン
テンツ制作・印刷物制作
■正会員
FPTジャパン株式会社
横浜市中区山下町
代表 チャン・グン・ホア
http://www.ftp-software.jp
業務 ソフトウェア開発、システムイ
ンテグレーション、ERPサービス、IT
サービスの保守
■正会員
ザ・コンピュータ株式会社

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

横浜市神奈川区栄町
代表 與良 博和
http://www.thecomputer.co.jp
TEL 045-442-2191
業務 酒販店向けP O Sシステムの販
売、導入
■賛助会員
一般社団法人iCD協会
東京都千代田区神田鍛冶町
代表 金 修
http://www.icda.or.jp/
TEL 03-4530-6226
業務 iコンピテンシ ディクショナリ

および人材育成、経営改善に関する調
査、研究、普及促進活動
■賛助会員
一般社団法人 日本産業カウンセラー協会
神奈川支部
横浜市中区桜木町
代表 池田 周一
http://www.kanagawa-c.jp
TEL 045-264-9521
業務 メンタルヘルス対策への支援
職場における人間関係開発への支援
キャリア開発への支援

