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開催日：2019年1月18日（金）
神情協事務局

2019年神情協賀詞交歓会
本年の賀詞交歓会は、横浜ベイシェラトンホテル＆タワー
ズの日輪の間で行政機関団体、関東近県の友好団体、会員
企業など総勢約470名が集まり盛大に開催された。冒頭に神
情協の常山勝彦会長が挨拶。「神情協は設立以来、平成と
いう時代と一緒に歩んで
きた。現在は米中貿易戦
争、自国第一主義の台頭
により景気の後退が懸念
されるがI T業界は平成で
の2度の不況を乗り越えて
おり技術革新があれば生
き残れることを知ってお
り、それを追い風にこれ
からも成長し続ける。本
年も神情協は神奈川県内で最も女性活躍・働き方改革・外国
人雇用に積極的に取り組む協会として、会員企業の発展と地
域に貢献する活動を積極的に行っていく」と力強く宣言され
た。来賓の祝辞では、経済産業省の和泉憲明企画官より「本
年は改元、消費税増税など情報産業にとっても大きなイベン
トがある。2020年のオリンピック・パラリンピック、その
先のさらなる成長へむけて政府としてさまざまな政策で情報
産業を支援する」、黒岩祐治神奈川県知事からは「第4次産
業革命のなかで未病、働き方改革を進めている。ロボット技
術を使った県庁の業務改善の実証実験では大きな成果が見え

横浜市交流委員会施設見学会
横須賀市の国立研究開発法人海洋研究開発機構
（JAMSTEC）本部を見学した。海洋に関する地質・生物資
源・天象・地震・海流等を研究しており、地震国日本として
非常に関心の高い施設のひとつと言っていいだろう。今回は
深海潜水調査船支援母船「よこすか」に乗船して同船内を案
内してもらい、その中で、分解点検修理中の潜水調査船「し
んかい6500」も見学した。しんかい6500の中は深海の水
圧につぶされないように真球に作られており、この真球の
耐圧殻を作る技術の継承の大事さを教わっ
た。真球の中は3人までが限界の狭い空間
で、9時間ほど缶詰状態での作業になると
のこと、また深海での作業ゆえ、何か事故

2019/3/15

た。この時代の流れの中で
皆様と一緒に新しい県庁像
を目指していきたい」と話
された。アトラクションで
は横浜中華学校校友会国術
団による中国南方獅子舞で
会場は盛り上がり、中山い
その副会長の締めの挨拶で
賀詞交歓会はお開きとなった。

開催日：2018年12月7日（金）
横浜市交流委員会

が起こった際にはまさに命がけだ。JAMSTECはこうした研
究者の苦労に基づく科学的な研究と、海の変化に関連した多
くの情報を収集することで、地震や津波といった災害の情報
を素早く正確に伝えることができ安全確保に貢献している団
体である。さらに津波が海洋生態系に与える影響や津波被害
等の復興対策にも寄与していることを学んだ。普段知ること
のできない情報、海洋イノベーションの必要性など興味深く、
意義のある見学会となった。見学後は追浜で懇親会を行った。
和やかな中、今後の横浜市での活動について活発
に情報交換がなされ、意義のある楽しい懇親会と
なった。
エヌシーエル株式会社 永松宮子

開催日：2018年10月19日（金）
川崎市交流委員会

ものづくり×ＩＣＴ連携フォーラムinかわさき
川崎市工業団体連合会（工団連）との合同主催（川崎市・
公益財団法人川崎市産業振興財団の共催）で開催している本
フォーラムも今回で3回目となり、参加者も過去最高となる
119名となり盛会に行われた。第一部では、「加速する第4
次産業革命、中小企業とAI・IoT・ビッグデータ活用」と題
し、（一社）ITC-Pro東京の阿部代表理事による基調講演
が行われ、中小企業における具体的なAI・IoT導入事例や活
用事例を交えた解説が大変好評であった。第二部では、川崎
市ICT産業連携促進事業〈モデル事業〉成果報告が行われ、
「AR技術・MR技術を活用した後継者育成・技能伝承効率
化事業」と「脳NIRSと勤務情報

のづくり企業（工団連会員）による「ニーズ・シーズプレ

による定量的な健康状態把握につ

ゼン」が行われ、ものづくり企業からは、IT化に対して前

いて」の2テーマについて報告が

向きな意見も多くみられたと同時に、ICT企業からは、自分

なされた。どちらの報告も、連携

達の製品や技術がものづくり企業の課題解決に繋がりそうと

することでどういったことが実現

いった意見も多く、フォーラム終了後の懇親会でも神情協会

できるのか？が少なくとも伝わっ

員と工団連会員との活発な交流が行われ、新たなビジネス創

たのではないだろうか。第三部で

出に繋がる企業も出て来るのではないだろうか。

は、ICT企業（神情協会員）とも

株式会社アルファメディア

神情協経営戦略フォーラム

サイバーセキュリティセミナー

神情協経営戦略フォーラムとしてサイバーセキュリティ

小湊宏之

開催日：2018年10月29日（月）
企業経営委員会

重要性を再認識したことであろう。

セミナーが神情協会議室で行われた。講師として神奈川県

株式会社

日本インテリジェントビジネス

萩原一成

警察本部 生活安全部サイバー犯罪対策課 情報セキュリティ
アドバイザー 技幹 夘野智喜氏を迎え、協会企業の経
営者、29名の参加となった。サイバー犯罪、サイバー
攻撃の現状を大変分かりやすく熱のこもったスライド
でご紹介いただき、休憩をはさんだ後半ではデモンス
トレーションを交えながらご説明いただいた。悪意あ
る攻撃には、100%防御することはできない現状があ
る。守りたい情報は専用端末を使用するなど「セパ
レート大作戦」が必要か。知識を持って意識をしてい
くことが重要の様だ。各企業参加者もセキュリティの

海外視察研修旅行【オランダ、ポーランド】
教育研修委員会の海外研修として13名でオランダ・ポー
ランドの2カ国を訪ねた。オランダでは世界第3位のeコー
マス企業であるbooking.comの本社を訪問した。WEB宿泊
予約がメインの事業であり、1996年に1名で設立した時は
10軒のホテルしか登録がなかったが、現在は、従業員数1万
7000人、2800万軒を超える世界最大の宿泊予約サイトと
なった。各国のWEBサイトはアムステルダムにて作られて
おり各国の状況に合わせた開発を柔軟かつスピーディーに
行っている。ひらめきの即共有化、森の会議室、お洒落な食
堂やカフェなど働く環境も素晴らしかった。ポーランドでは
ヨーロッパの負の遺産とも言われるアウシュビッツの強制収
容所を視察した。事前に歴史について調べていたが実際の収
容所にある様々な建物や遺品を目にし、深い悲しみにつつま
れた。今回は先端を行くグローバルIT企業とヨーロッパの
歴史、2つの側面に接することができた研修旅行になった。
株式会社データープロセスサービス 大西雄一

開催日：2018年10月31日（水）
教育研修委員会

開催日：2018年11月9日（金）
女性活躍ダイバーシティ委員会

ダーツ交流会
今年もダーツバーベノア横浜店で「ダーツ交流会」を開催した。
参加者は69名。当日は、2人1組で「カウントアップ」(点を単純に
加算していくシンプルなゲーム)を行い、成績を競うとともに、他
の企業との交流や料理&お酒を楽しんだ。以下、参加者の感想＜異
職種の方とも交流でき、何人かの方とは連絡先を交換して友達にな
れた・ダーツで盛り上がりすぎて料理を全然食べられなかったの
と、賞品獲得できなかったのが心残り・初めての参加だったが、予
想以上に盛り上がり楽しかった。来年もメンバーを増やして参加し
たいと思う。・今回はダーツセットをもらえて
感激した。機会を見つけて練習したい。来年の
ダーツ大会では3位以内に入って賞品を持って
帰りたい!!＞なお、会員企業より素敵な協賛品
を提供いただくとともに、ベノア横浜よりお食
事券、ダーツライブより参加者全員にダーツの
セットをご提供いただいた。

開催日：2018年11月22日（木）
横浜市交流委員会

第13回横浜ITフォーラム2018
今回のITフォーラムは株式会社DeNAの中島氏と日産自動車

変革としては1960

株式会社の三好氏を講師に迎え、講演参加者157名、続く交流

年代の第一次モータ

会は60名の大盛会となった。中島氏の話の冒頭で2020年代前

リゼーションではラ

半に自動運転の車が走るようになるとのことだったが、本稿を

イフスタイルの変化

書いている12月20日に道交法改正案が発表されたとのニュー

が起きたが、自動運

スを目にし、本当かもしれないと、失礼ながら感じた。さて、

転がもたらす今回の

最初にフォーラムのテーマを聞いた際にはどのような新技術

モータリゼーション

の話が伺えるのか楽しみにしていたが、今回は主に「社会変

では周辺産業も巻き込んで大きなバリューチェンジが起きる。

革」に焦点があてられたため、技術面で

そこには多くのビジネスチャンスが生まれ、今後は誰もがいろ

はマップや各種センサー、A Iに関する

いろなサービスを仕掛ける側に回れるチャンスが目の前に無限

トロッコ問題などを取り上げるにとどめ

に広がっていることを、実証実験などの具体例をもとにお話い

られ、自動運転は単に技術だけでなく、

ただいた。終了後はわくわく感が止まらず、やはりITフォー

社会通念や法整備など数多くの問題と密

ラムはすごく刺激があり面白いと再認識した一日だった。

接に絡んでいることが理解できた。社会

株式会社ソフテム

開催日：2019年1月30日（水）
技術委員会

アプリケーションコンテスト2018発表・審査会
技術委員会主催による第4回アプリケーションコンテスト発
表・審査会がAP横浜大会議室で実施された。10作品（9社）
が登壇し、チームで楽しく見せるもの、技術の奥深さでうなら

最優秀賞

画像認識読み上げ ア ロ ー ズ ・
撮った写真からAIが音声で
2名
アプリhAiku
システム
一句。審査会場でも一句。

優

グッドナイト・カ N T T デ ー タ
県の市町村地図でライツアウ
2名
ナガワ
フォース
ト。複雑な計算式を実装。

秀

賞

せるものなど、魅力たっぷりに成果を披露した。作品のテーマ
は同委員会主催の先端技術研究会テーマとリンクして、AI・
IoT・ARなど先端技術にチャレンジしたものも多かった。ま
た、機能説明中心の前回までと異なり、利用したフレームワー

特

別

クやAPIなどシステム全体の方式解説と開発プロセスの背景も
説明するなど、プレゼンの質も高度化しているようだった。遠
い勤務地の技術者同士が連携して短期間にあれだけ完成度の高
い作品を作り上げた中には働き方改革につながるヒントが隠さ
れているに違いない。できるだけ多くの技術者の皆様に見ても
らい、参加してもらいたい、そう感じさせるイベントだった。
株式会社ジェイエスピー

三浦康弘

今成宏美

MIT※1

賞

5名

オープンデータから難読デー
タを抽出するロジックを発明

難読大陸

メトロ

にゃんすぺくたー

センサー＋カメラ＋R a s P i、
アローズ・
1名
PWA+MaterialDesignで防犯。
システム

エア・ドリーム・V デジタルコム 2名

VR系初出品。VR空間に自
由にお絵描き。

飲み会大王

飲み会支援！盛り上がり抜群
のプレゼンパフォーマンス

CIJ

12名

※１：MIT：出品者自身が相互に選ぶ最も印象に残ったチーム賞（Most
Impressive Team）

第45回川崎市中小企業大運動会

今年で45回目を迎える川崎市中小企業大運動会（参加者
が300名超）が、川崎競輪場で開催された。朝方には雨もぱ
らついたが、開会を迎えるころには抜けるような秋空が広
がり、今回初参加の神情協を含め6団体が川崎市内各地から
集結した。神情協からは子どもを含め3社30名の参加となっ
た。普段から元気いっぱいの子どもたちはもちろんのこと、
大人たちも普段は内に秘めているエネルギーを惜しまず引き
出して各競技に臨んだ。老若男女混合で行われたむかで競争
リレーやスプーンレースでは、身のこなしの軽やかな子ども
たちに負けじと、大人もチームで息を合わせて懸命に駆け回
り、競技は事故もなく終始和気あいあいとした雰囲気で行わ
れた。メインイベントの一つ、綱引きでは軍手完全装備の相
手チームにも怯まず、素手でしっかりと綱にしがみつき、深
く腰を落としての応戦で1勝を挙げ、見事準優勝。総合でも
初参加にして3位という好成績を収め、早くも次回大会への
モチベーションを一層高める成果を得られた。参加者には健
闘を称えるお菓子など、数多くプレゼントされ、全身でハ
ロウィーン気分を満喫することもできた。競技を通して参加
者同士で親睦を深めることができ、充実した大会となった。
次回は、1・2位の成績を目指し輪投げの特訓を行いたいと
思った。
株式会社データープロセスサービス 中園麟太郎

第11回実業団対抗ゴルフ選手権大会
第11回実業団対抗ゴルフ大会が富士小山CCで行われた。朝
は肌寒いくらいの天候だったが、徐々に晴れ間が現れ絶好のゴ
ルフ日和となった。今年も新規参加が加わり、競技ルールも新
ぺリアを基準とする楽しいコンペとなった。栄えある優勝はこ
れまで入賞経験はあったが、”無冠の本命”と呼ばれた「シン
ポ―情報システム」が飾った。2位は「アナザーウェーブ（合
同チーム）」、3位は「NTTデータフォース」という結果と
なった。競技後は恒例のパーティーと表彰式が行われ、それぞ
れの組の珍・好プレーの話で盛り上り、次回大会への意気込み
などが聞こえてくる神奈川IT企業No1を決める大会に相応し
いゴルフ大会となった。
株式会社セカンド・ウェーブ 本田篤志

開催日：2018年10月27日（土）
川崎市交流委員会

第9回フットサル大会
開催2日前までの天気予報は雨であり、台風のため中止に
なった昨年に引き続き雨天での中止が危ぶまれたところで
あった。しかし、当日になってみると見事な快晴で、11月
としては異例の暖かい天候の下で無事に開催することができ
た。 朝早くから「かもめパーク」に集まった参加チームが
数多くの熱戦を繰り広げる中、ファイナリストとして残った
のは株式会社アイネットとNTTデータフォース株式会社で
あった。迎えた両者の決勝戦は手に汗握る名勝負であり、ま
さに「絶対に負けられない戦い」であった。最終的には素晴
らしい試合を物語る3対2というスコアで、見事に株式会社
アイネットが勝利を飾り、第7回大会以来の優勝の栄冠を手
にした。
小島勇祐法律事務所 小島勇祐

開催日：2018年11月20日（火）
企業経営委員会

第30回軟式野球大会
関東学院大学金沢文庫キャンパス・ギオ
ンアスリートパークで決勝戦と三位決定戦
が行われた。第29回大会と同カードとなり
それぞれ白熱した試合となった。
■3位決定戦
アイネット 対 新明和ソフトテクノロジ
試合はアイネットが初回に2点を先制し終
始試合をリードする。4回に同点に追いつか
れるも、5回に4対2と勝ち越しそのままアイ
ネットが昨年の雪辱を果たした。
■決勝戦
日本電気神奈川支社 対 シンポー情報システム
両エースとも初回のピンチを無得点に抑
えると、見ごたえのある攻防が続く。均衡
を破ったのは日本電気、5回表に先制すると
6回にも追加点を奪い2対0とリードしたま
ま最終回のシンポー情報システムの攻撃を
迎える。ここで昨年のチャンピオンチーム
が底力を発揮。2アウト1、3塁からスリーベースヒットで2対
2の同点に追いつく。しかしサヨナラのチャンスはしっかりと
日本電気のエースが抑え、1アウト2、3塁からスタートする延
開催日：2018年11月17日（土）
労働福利委員会

【結果】 優 勝 ：株式会社アイネット
準優勝 ：NTTデータフォース株式会社
３ 位 ：株式会社日立社会情報サービス
４ 位 ：シンポー情報システム株式会社

神情協大クリスマスパーティー
平成最後となる第12回「神情協大クリスマスパーティー
2018」が、「企業経営委員会」「女性活躍ダイバーシティ委
員会」共催で開かれた。今年は、なんとDJ（大指理事）を呼
んでのディスコティックなパーティーとなった。常山会長の挨
拶、守屋委員長（企業経営委員会）、千葉委員長（女性活躍ダ
イバーシティ委員会）のダブル乾杯でパーティーがスタート。
持地理事が完全監修した「なぞとき」ゲームで盛り上がった。
恒例のパンフレットペアリングと大抽選会が行われ、カップル
で映画券を獲得した人、ドンペリやお米を配給された人、何も
手に入れられなかった人が億◯◯者に？その話は参加された人

開催日：2018年11月24日（土）
労働福利委員会

長タイブレーク戦に突入した。8回表に日本電気が相手エラー
で4対2とリードし、迎えた8回裏シンポー情報システムの攻
撃、いきなりデッドボールで満塁のピンチを迎えるも、今度は
しっかりと後続を断ち4対2のまま日本電気が昨年の雪辱を果
たし、記念すべき30回大会の優勝を手にした。MVPは8回を
投げぬいた日本電気のエース沼田選手が選ばれた。最後に常山
会長より手に汗握る熱戦を繰り広げた両チームの健闘を称えら
れ、大会は閉幕した。
株式会社アルファ・ウェーブ 大指一郎

開催日：2018年12月17日（月）
企業経営委員会

に聞いてほしい。そしてなごり惜しい雰囲気の中、前山副会長
の締めでパーティーは閉会となった。
協栄企画システム株式会社 佐藤大資

開催日：2018年11月28日（水）
女性活躍ダイバーシティ委員会

女性管理職育成研修会
横浜市のご協力のもと、株式会社Will Labの小安美和氏を

なりたい！」と宣

講師に招き女性管理職育成研修会が、全3回の日程で開講され

言することができ

た。新米管理職や管理職を目指す女性約30名が参加し、ディ

た。

スカッションを交えながらの賑やか、華やかな研修となった。

女性は様々な面

女性管理職が身近に少なく、どのような管理職を目指せば良い

で先を予想し難い

かピンときていない方や、自分に管理職は無理だと諦めかけて

立場に置かれがち

いる受講者が私を含め多く見受けられたが、「ありたい自分の

で、仕事面でもプ

リーダーシップ像とは一体何なのか？」について、全回を通じ

ライベート面でも

各々が自ら考えられるよう講師にご指導いただき、能動的に学

大きな目標を立てにくい傾向があるのかもしれないが、人生
100年時代と言われる昨今、まだまだやれ

べる場となった。
第1回では、私自身とかけ離れたおぼろ

ること、やりたいことをたくさん持っても

げな理想のリーダーシップ像を思い浮かべ

良いのだと気付くことができた。受講後の

ていたが、自己分析を重ねたりチャレンジ

皆の一体感が印象的で、数年後また小安氏

ワークを実践したり、講師やロールモデル

と同メンバーでその後の経過報告会ができ

の方々の本音トークを伺うことで明確な理

れば楽しいと思える良い出会いとなった。
株式会社ソフテム

想のリーダーシップ像を発見し、第3回の

遠藤えりか

卒業発表では参加した全員が「私はこう
開催日：2018年12月7日（金）
労働福利委員会

第3回労働福利セミナー
「働き方改革の真の目的とは〜考え方を変えるだけで、ピン

ることにあり長時間労働の是正だけを気にしていては生き残れ

チをチャンスに変えられる！」をテーマに、これまで7,500社

ない。社員は社長の夢の実現のために働いているありがたい存

以上の企業との経営相談に応じた実績を持つ社会保険労務士法

在であり、目標を共有し共存共栄を図っていくことが大切であ

人ブレイン・サプライ代表取締役の岡弘己氏よりご講演をいた

る。昨今は世代間のギャップが大きく、またパワハラなどハラ

だいた。2019年4月1日より施行される改正労働法で特に気を

スメントもあるので、適切な指導を行い、社員を褒めることに

付けるところは、年5日の有給休暇の取得義務化である。これ

より気持ちよく働いてもらい、結果として生産性を向上させて

は罰則規定があり、1人あたり30万円となっているため十分留

いく時代となってきている。今後働き手不足は多くの企業で避

意する必要がある。

けて通れない問題となり、女性の活用・高齢者の継続雇用等は

一方で働き方改革に

もちろん、採用した人が辞めないようにすることも大事になっ

より企業の活性化を

てくる。そのため就業規則等も時代に対応したものへ見直し、

図っていくこと自体

不備があれば適時修正していくことが企業を労務リスクから守

は良いことである。

るために重要である。時節に合ったセミナーでありとても参考

働き方改革の真の目

になった。
オオイテクノ株式会社

的は、生産性を上げ

舟山修一

開催日：2018年12月11日（火）
技術委員会

ホワイトハッカーに学ぶ！技術委員会オープンセミナー
12月11日「ホワイトハッカーに学ぶ！不可避の攻撃に備え

両協会の協業の可能性と意義を確認する会が開催され、その後

る、最近の事故事例から学ぶセキュリティ対策の方法」と題し

具体的なジョイント企画を模索して来た結果が実を結んだもの

て技術委員会オープンセミナーが開催された。10月に経営層

だ。サイバー攻撃への危機感が協会の枠を超えて広がっている

向けに実施され好評だった経営戦略フォーラム（サイバーセ

という背景も大きい。講師の守井社長は一般の大手企業や大学

キュリティセミナー）に続き、技術者層に向けたもので、通常

のWebサイトに穴を見つけ一瞬で侵入してしまうデモを通し

のオープンセミナーを上回る参加希望者が予想されたことから

て、その危機感が、正しい知識と意識を持って向き合わない限

急遽AP横浜会議室を借りての開催となっ

り、ただの感触ではなく現実の危機とな

た。その予想をさらに上回る超満員の会

り得ることを目のあたりにして見せてく

場は、関西弁で盛り上げるホワイトハッ

れたのである。意義深いセミナーとなっ

カー（株式会社レオンテクノロジーの守

た。

井浩司社長）のテンポのよい解説と手際
いい侵入手口に、笑ったり、凍りついた
りの1時間半となった。今回の講演は東京
都情報産業協会 (略称: IIT)からのご提案
により実現したもので、IITとは昨年7月
に常山会長ご出席のもと、将来に向けた

株式会社ジェイエスピー

三浦康弘

今春、卒業いたします。
K i aでの勤務開始は池田名誉会長
が会長として赴任したときからです
ので早16年目となります。今まで主
に技術委員会、産学連携委員会そし
て大学向けSE講座特別委員会を事務
局として担当してまいりました。採
用に直結する神奈川IT就職フェア(合
同企業説明会)、技術セミナー、学生
ITコンテスト、アプリケーションコ
ンテストなども担当してまいりました。それらの中で一番記
憶に残っているのはSE講座の開設と拡大展開の中で、産学
連携委員会が中心となって作成したDVD「SEとは!」の制作
に立ち会えたことです。会員企業の社員の皆様や池田名誉会
長、産学連携の役員の皆様にも映像に登場いただき、主演は

女優の卵の方をオーディションで選び撮影されました。撮影
は産業能率大学伊勢原キャンパス様の全面的なご協力を頂き
完成しました。大学向けSE講座の始まりは、産業能率大学
の要請で当時産学連携委員長であった大西様のご尽力により
開設できたものです。その後毎年のように新しい大学から実
施要請があり、毎年SE講座の講師を募集し、現在まで15年
間続いている事業です。これからも協会はSE講座のみなら
ず形を変えながらKIAのCSR(社会貢献事業)を継続していた
だければと思います。協会は会員企業一社一社のため、そし
て神奈川県下を中心とするIT産業の基盤構築のために今後
も活動していただくことを祈念いたします。ありがとうござ
いました。
事務局 前田 光文

よろしくお願いいたします。
2018年11月1日に神奈川県情報
サービス産業協会事務局へ入社いた
しました、色川 直人（いろかわ
なおと）と申します。これまでI T
業界での職務経験はなく、小売業・
サービス業に従事しておりました。
無論、神情協との繋がりなど私自身
ないと思っておりましたが、会員企
業社長様との個人的なお付き合い
が20年近くあったり、友人のご親戚が会員企業の社長様で
あったり、常山会長とも20年以上前に友人の結婚式でお会
いしていた経緯などがあったりと、本当に不思議なご縁を
感じております。座右の銘を「一期一会」としてお
り、こういった「ご縁」をこれからも大切にしてい
きたいと思っております。見た目は強面と言われる

■株式会社エフタイム
粋でおしゃれな街並みのある神楽坂に本社
を構えるエフタイムは、現会長の辻久彦氏が
1995年7月にオムロンデータゼネラル株式会
社から分離独立して設立した会社だ。

こともありますが、普段は三人娘を持つ父親として極力育児
にも協力し、自称イクメンとして日々奮闘しています。釣り
を趣味としており、釣った魚を自ら捌き、料理することも大
好きです。また、以前は音楽活動をしていたので、時間が合
えば仲間とバンド活動などもしています。仕事も遊びも真剣
に取り組むことがモットーです。先に申し上げましたとお
り、IT業界については無知な部分も多く皆様にはご迷惑を
お掛けすることもあるかと思いますが、これまで培ってきた
他業界での経験を活かせるアプローチを考え、協会の発展に
尽力していく所存でございます。まずは、より多くの会員様
とお会いし、ご挨拶出来ればと思っておりますので、各イベ
ントなどでお会いした際にはお声掛けいただけると幸いで
す。今後とも、よろしくお願いいたします。
事務局 色川 直人

破、今期も大幅増収を見込む。数年後には売上
高200億円、HPEのパートナー日本一を視野
に入れる。
エンドユーザーへの販売は行わず、SI e rへ
の販売と支援に特化し、OS、
ストレージ、ネット

日本ヒューレット･パッカードの有力な代理

ワークはもとより仮想環境やVDI、ディザスタリ

店であり、
現在では最高位の「HPE*1プラチナ・

カバリなど高度なシステムの知見は多く、統合

パートナー」
「 HP I *2プラチナ・パートナー」の

環境構築の実績も豊富で、多くのSIerから高く

認定を取得している。神情協では珍しい機器販

評価されている。

売を中心とした会社だが、設立時からインフラ

また、
システムを再販するSIerにとっては、1

系の技術を積み重ねてきており、販売・構築・支

日で提出する見積書や活用できる提案資料の

援の総合サービスが強みである。
2015年に辻一成氏が社長に就任し、クラウ
ドの普及、機器の低価格化が進む中、東京・大

添付など至れり尽くせりの対応を標準にしてい
るなど、
ありがたい存在である。
日本一の座は遠
くないと感じる会社だ。

阪・名古屋を中心に新規顧客を開拓、業績を伸

*1 HPE：日本ヒューレット・パッカード株式会社

ばし続けている。昨年度は売上高100億円を突

*2 HPI：株式会社日本ＨＰ

設 立：1995年7月
資本金：10,000千円
売上高：103.8億円
社員数：72名 (2018年3月期)
住 所：東京都新宿区神楽坂2-14
ノービィビル2F
Tel：03-3235-8390
URL：https://www.ftime.co.jp/

神情協

学生ITコンテスト最終選考・発表会

学生ITコンテスト2018の最終選考・発表会がみなとならい
クイーンズタワーB棟7階 クイーンズフォーラム会議室で実
施された。当コンテストも2014年に開始以来、既に5回目を
迎え、学生・学校関係者・協会員あわせて98名が出席した。
ビジネス部門・ITプロダクト部門合わせて25チームの作品の
中から一次、二次選考を通過した11チーム42名が最終選考に
選出され、最終プレゼンに挑んだ。学生ならではの柔軟な発想
と斬新なアイデアばかりで、中にはすぐにでも商品化したい作
品やこれからの業界の未来が楽しみになるような作品の数々
に審査員も熱が入った。優秀賞は保育支援のマッチングサー

広報委員会
～広報委員会に入りませんか！！！～
皆さま、各社ご自身の「広報」「広告」などのマーケ
ティング戦略はいかがされてますでしょうか？？われわれ
広報委員会では、各社の広報施策や戦略、広報体制など、
委員会メンバーで協議しながら、各企業へ持ち帰っていた
だこうと委員会運営をしています。年に4，5回程度の委
員会運営になりますが、ぜひ各企業の広報、宣伝、マーケ
ティングのご担当者さま、一度はゲストでお越しいただけ
ればと思います。昨今、WEBメディアが台頭してきて、

開催日：2018年11月27日日（火）
産学連携委員会

ビス「ホイッスル」(中
央大学)、S N Sの情報を
取得し地図上に表示する
「TweetMAP」(情報科
学専門学校)となり、最優
秀賞は途上国の農業課題
をテクノロジーで解決す
る「農業支援サービスSAgriプラットフォーム」(横浜国立大
学)となった。複数名で協力したチームや、1名で取り組んだ
チームなど様々だが、年々プレゼン力、作品内容のレベルも向
上し、白熱した質疑応答が繰り広げられた。
株式会社アイネット 高野博司
新聞、テレビ、ラジオなどの既存媒体が弱体化してきてお
ります。が、キー局、日経新聞などを含めて、少なからず
既存メディアの反響性はあるものと思われます。各メディ
アとの接触や、ニュースリリースの書き方、投げ込みの
仕方など、当委員会で習得していただけると幸いです。ま
た、WEBメディア対策も勿論、ヤフー・グーグルをメイ
ンに交流する場などを設ける予定。さらに、協会の会報誌
の作成では、各委員会との横串でつながりを持てる委員会
でもあります。ぜひお越しいただけますようお願いいたし
ます！！
広報委員長 福井二郎

社員教育には神情協の教育講座をぜひご活用ください!!
2019年度開講予定講座を協会ホームページに掲載しました。
講座は「分類」「レベル」を設定しているので、受講したい講座の検索や受講者に適したレベルかの判断
がしやすくなっています。また、全講座3月1日からお申し込みいただけます。ぜひ、社内教育に活用くだ
https://www.kia.or.jp/e-training/
さい!!

新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
CMC Japan 株式会社
横浜市中区新港
代表 グェン ティ トゥ ハン
http://cmcglobal.com.vn/ja
TEL 045-263-9230
業務 ソフトウェアソリューション、
ITサービス、ITアウトソーシング、労
働者派遣事業
■正会員
株式会社トーテック
横浜市神奈川区栄町
代表 野瀬田 隆
http://www.totec-net.com
TEL 045-534-9460
業務 社内システム・ネットワーク設
計・開発・運用管理の受託・データベース
の作成やサポートデスク等役務の提供
■正会員
マーズ総合開発株式会社
東京都品川区北品川
代表 岡田 篤
http://www.arz.co.jp
業務 ・移動体システム設計 開発業務
・運用維持管理、運用設計、ITサービス
・証券 金融システム設計 開発業務
・官公庁関連システム設計 開発業務
■正会員
株式会社セブン・ワイズ 横浜営業所

横浜市西区南幸
代表 髙見 祐次
http://www.7ws.co.jp
TEL 045-628-9177
業務 ソフトウェア開発
■正会員
株式会社リライフ・ジャパン
東京都江東区東陽
代表 佐川 学
http://www.rlj.co.jp
TEL 03-5617-5150
業務 ITS「情報処理技術支援サービス」
■正会員
アンリミテッド株式会社
横浜市西区北幸
代表 髙見 祐次
http://www.unlimit-ed.co.jp
TEL 03-3227-5773
業務 SES事業 業務系ソフトウェア開発
■正会員
株式会社クリティックミッションジャパン
横浜市港北区新横浜
代表 辻 高志
https://www.criticmission.jp/
TEL 045-594-6543
業務 ・移動体通信ネットワークに関する
施工管理・保守運用及び、システム評価試
験・システムインテグレーション
・AI＆ロボアプリケーション開発、ビジネ

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

スサポートソフトウェア開発
■正会員
株式会社図研プリサイト
横浜市都筑区茅ヶ崎中央
代表 上野 泰生
https://www.presight.co.jp/
TEL 045-942-2273
業務 PLMソリューション及びナレッ
ジソリューションの提供等
■正会員
株式会社プラザ・イー（プラザ・イーグループ）
東京都品川区南品川
代表 浅井 正克
http://www.plaza-e.co.jp
TEL 03-5495-9580
業務 ・自社アプリケーション開発・システ
ムコンサル／アナリシス・ERPコンサル／ア
ドオン開発／導入支援・システム開発／保守
■賛助会員
住友生命保険相互会社 横浜駅前支部
横浜市西区北幸
代表 雷 智仁
http://sp.sumitomolife.co.jp/
TEL 045-325-5201
業務 生命保険募集
■賛助会員
株式会社DYM
東京都品川区西五反田
代表 水谷 佑毅

http://www.dym.asia
TEL 03-5745-0200
業務 W e b事業、人材事業、エグゼ
パート事業、医療事業、ウェルフェア
ステーション事業
■賛助会員
株式会社DYM
東京都品川区西五反田
代表 水谷 佑毅
http://www.dym.asia
TEL 03-5745-0200
業務 W e b事業、人材事業、エグゼ
パート事業、医療事業、ウェルフェア
ステーション事業
■賛助会員
株式会社神奈川保険グループ
横浜市南区宮元町
代表 鈴木 譲二
http://www.kanagawahoken.co.jp
TEL 045-716-0002
業務 生命保険・損害保険・小額短期
保険代理業・金融商品仲介業
■賛助会員
一般社団法人東京都情報産業協会
東京都中央区日本橋茅場町
代表 根本 健時
http://www.iit.or.jp
TEL 03-5651-9915
業務 情報サービス業界団体

