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開催日：2019年9月26日（木）
技術委員会

羽田クロノゲート見学
15人で始めた運送会社が創立100年の今およそ18万人

が過ぎていた。

の大企業に。宅急便も開始初日の取扱量はわずか11個だけ

見学の後は蒲田で一番人気の羽根つき餃子店に場所を移し

だったそうだが、今や年間20億個だというから驚きだ。し

懇親会が賑やかに始まった。巨大配送設備に管理者がたった

かも国内全域はもとよりアジア圏のご家庭の玄関先まで集配

2人の世界を見た後、客であふれんばかりの餃子店に詰め込

エリアにして今も拡大を続けているとは。そんなヤマト運輸

まれたギャップは大きく、参加者の興奮の度合いも増したよ

が誇る陸海空物流の巨大ターミナル拠点「羽田クロノゲー

うだ。過去の工場見学の面白さを回顧しつつ、これでもかと

ト」見学会が、爽やかな秋の夕暮れ、技術委員会主催で21

いうぐらい食べて飲んで楽しい企画を最後まで堪能した。

人が参加して行われた。

株式会社ジェイエスピー

三浦康弘

ホールで動画解説を受け、中に入ればすぐに
目に飛び込んでくるスパイラルコンベアの長い
回廊と自在にスピード調整をしながら荷物の受
け渡しを行うクロスベルトソータ。スキャンさ
れた荷物が配送先ごとに振り分けられて流れる
様は、悠久の時を刻む河の流れのようだ。訪れ
る者を皆クロネコファンにして帰そうという戦
略だろうか。映像を巧みに組み合わせたコース
は飽かすことがない。集中管理室を隠す巨大曇
りガラスを瞬時に透明にして見る者を驚かすな
ど随所に工夫があり、終わってみれば1時間半

新入社員向け第31回技術見学会【テクノロジーホールコース】

開催日：2019年6月27日（木）
教育研修委員会

今回の技術見学会で印象に残ったのは、スーパーコン
ピュータのシミュレーション技術だ。スパコンがものづく
り、創薬、エネルギー開発だけでなく、防災や医療のシミュ
レーションにまで活用されていることには驚いた。津波シ
ミュレーションでは波の動きだけでなく、避難時の人の動き
までシミュレートしており、スパコンを活用したシミュレー
ション技術はこれからの災害に強い街づくりを大きく前進さ
せると感じた。
株式会社ソフテム

大塚

信

新入社員向け第31回技術見学会【ネットコミュニティコース】

開催日：2019年6月28日（金）
教育研修委員会

｢富士通ネットコミュニティコース｣では、AIへの取り組
みや10年、20年後の未来像など興味深い話を聴き、展示ス
ペースでは実際の最先端技術に触れることで、様々なことを
学べた。｢研究員の未来｣であげられた超コンパクトシティ、
仮想空間、個人の管理を行うAIなどの例は情報化社会の集
大成に思えた。そんな未来を作り上げるためには、今の技術
を底上げし、活用していく人々が必要であり、その中の一人
になれるよう努めていきたい。
株式会社ショウナンソフトウェア

小清水・藤井

第2回労働福利セミナー
セミナー前半は、「働き方改革関連法
のポイントと実務対応」をテーマに、社
会保険労務士法人ソフィア横浜人事サ
ポート代表の島本たか子氏より講演いた
だいた。2019年4月より順次施行の「有
給休暇取得義務化」「労働時間上限規制
と新36協定」「労働安全衛生法に係る改
正」をテーマに、各社がどのような対応
を取っているかの事例紹介および参加者
に対するアドバイスが主体。「有給休暇
の管理方法の変更」、「取得方法の指定」や「残業における特
別条項の上限規制とその対策」等について、会社としてどのよ
うに管理する必要があるのか、実際の相談事例を引用した説明
がわかりやすかった。さらに「フレックスタイム制の拡充」や

第54回神情協ビジネス・フォーラム

「宮崎県情報産業協会」の皆様を招いて開催された第54
回ビジネス・フォーラム。宮崎県と言えば野球キャンプ、あ
るいはシーガイアはよく知っていたが、企業立地に関しても
非常に力を入れている県であると言う事が、大変良く理解で
きたフォーラムとなった。補助金を上手に活用すればオフィ
スの椅子や机にはじまり、回線使用料、人の採用費までほと
んど賄える。我々も宮崎へ支社を出そうかと考えてしまうほ
どであった。
人材の流動化が重要なテーマであると教えてくれた、木原
財団専属のリクルーターが採用活動を手伝ってくれると言う
DYM。ユーザー視点でコンパクトにまとめたチャットツー
ルを紹介してくれたテクノブレーン。実質無料で優秀な海外

第55回神情協ビジネス・フォーラム

第55回ビジネス・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。今回の発表は以下の通り。会員企業68名・
ゲスト5名の計73名で執り行われた。
1）株式会社アルファウェーブ
【サービス紹介】サイバーセキュリティ教育サービス
2）NTTテクノクロス株式会社
【製品紹介】専用機器不要！手のひらでPCログオン
BioPassport
3）株式会社シンクロジック
【会社紹介】弊社概要と手がけたゲームタイトルのご紹介
4）株式会社哲英

開催日：2019年6月21日（金）
労働福利委員会

「高度プロフェッショナル制度の新設」
といった対策の取り方、「同一労働同一
賃金」についても説明いただいた。こうし
た内容から、これまでのやり方は通用せず
「会社の制度自体すら、見直しが必要とな
る」旨をご指摘いただき、今現在、各社が
新しい制度に対応しているこの時期に、参
考となるタイムリーなセミナーとなった。
後半は、日本こども支援協会の岩朝し
のぶ氏による、日本における社会的養護
の必要なこどもに対する「養護施設」や「里親制度」の貧弱
さについての講演。会社として、個人としてできる事につい
て考えさせられる時間となった。
株式会社 計装エンジニアリング 木村潔朋
開催日：2019年7月18日（木）
労働福利委員会

人材を採用できるFusion One。そしてお客様からの「あり
がとう」の一言のために仕事をするのだと諭してくれた宮崎
通信。それぞれの団体が、的確にまとめられた情報を効率良
く発信していた。
おそらくほとんどの方が参加されたと思う第2部の懇親会
でも、いつにも増した積極的な懇親や情報交換が行われた。
今回は「令和」最初の開催と言うこともあり、新入会員の紹
介を前倒しにする等、新しい試みも行われたが、第1部はア
イネットの坂井さん、第2部はエンベックスエデュケーショ
ンの酒井さんによる「さかい・さかい」コンビの巧妙な司会
により全て滞りなく進行したことは言うまでもない。
ネクスト・セキュリティ株式会社 志垣信人

開催日：2019年10月10日（木）
企業経営委員会

【製品紹介】AIチャットボットachubiのご紹介
5）株式会社日本M＆Aセンター
【製品紹介】M＆Aセンターが提供する成長支援サービス
（M＆A仲介並びに上場支援業務）
6）ニューテック株式会社
【製品紹介】ベイサイドフラワーのご紹介
7）ネクスト・セキュリティ株式会社
【製品紹介】インターネットのダークウェブ検索用ソフト
のご紹介
8）プルデンシャル生命保険
【商品紹介】連帯保証と相続

開催日：2019年8月31日（土）
企業経営委員会

神情協クルーズパーティ

観光船ロイヤルウイングで、神情協クルーズパーティが開催さ
れました。今回はディクルーズということで、94名もの会員従業
員の皆様およびご家族の皆様が、横浜大桟橋からのクルージング
と中華ブッフェを楽しんでいた。クルーズ中はバルーンアートや
バイオリン・ピアノの生演奏などもあり、参加者の皆様は8月の
終わりの土曜日の午後を満喫していた。

開催日：2019年9月4日（水）
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

れた株式会社KMCの金型管理のクラウド化による生産性向

の合同主催（川崎市・公益財団法人川

上モデルは多くの中小製造業で問題となっている金型管理の

崎市産業振興財団の共催）で開催して

解決策に繋がるのではと多くの期待が寄せられていた。

いる本フォーラムも今回で4回目とな

第二部では、昨年好評だったICT企業（神情協会員）とも

り、参加者数も昨年同様120名程度集

のづくり企業（工団連会員）による「ニーズ・シーズプレゼ

まり盛会に行われた。

ン」が行われ、ものづくり企業側から「ICT企業はもっと中

第一部では「成果事例報告〜ICT連

小製造業の現場を知るべき」との厳しい指摘も有ったが、こ

携・IoT活用で生産性向上を図る〜」と題したパネルディス

ういった耳の痛い話こそ真のニーズを伺える貴重な機会であ

カッションを行い、工団連会員企業とICT企業との連携事例

ると多くのICT企業から「良かった」との声が上がった。

報告や神情協会員企業である株式会社ゼロワンにおける製造

フォーラム終了後の懇親会でも神情協会員と工団連会員と

業向けの展開事例報告や、農業分野におけるIoT活用事例報

の活発な交流が行われ、今後更なる連携促進に繋がる事を期

告など連携して行く事でできること、また、異分野だからこ

待したいと思う。

その難しさなど多岐に渡り活発な議論が行われた。中でも、
昨年度川崎市生産性向上・働き方改革のモデル事業に採択さ

株式会社アルファメディア

小湊宏之

第4回

首都圏3団体フットサル大会頂上決戦

開催日：2019年7月13日（土）
労働福利委員会

フットボールコミュニティ市川浦安で、今回4回目となる

カイ。今までにない実力あるチームで神情協代表と互角の戦

首都圏3団体（東京都、千葉県、神奈川県の各団体）上位

いを展開した。強豪の多い神情協代表チームとは、実力の差

チームによるフットサル大会の頂上決戦が行われた。2つの

を感じていただけに、思わぬ強敵だったことに正直驚いた。

コートで3つのリーグの予選、各リーグの1位、2位、3位の

来年は東京都情報産業協会の主催で浦安で開催される予

3チーム総当たりでの順位決定戦が繰り広げられ、各団体の

定。また、今年の神情協フットサル大会は11月16日（土）

上位チームにふさわしく、多くの試合がハードかつ見ごたえ

に開催され、上位3チームが頂上決戦への出場切符を手に入

のある試合となった。

れる。熱戦が繰り広げられることに期待したい。

神情協代表で出場したチームの結果は、昨年神情協で優勝
した株式会社アイネットが実力のまま優勝、 株式会社日立
社会情報サービスは準優勝、NTTデータフォース株式会社
は4位となった。3位は、東京都代表の株式会社ワールドス

開催日：2019年7月20日（土）
労働福利委員会

懇親船釣り大会
いのアジがぽつぽつ釣れ
はじめた。今日は大漁
かと思いきや、その後、
魚の当りが止まり、1時
間ほど経過。数回釣り場
を移し、最後に移動した
本牧埠頭近くのポイント
では、小ぶりだが、カサ
ゴ、キスなどの根魚も釣

れ、中には40センチくらいのハタも上がり、船中は大盛り
上がり。定刻の11時30分に帰港し、いよいよ計量。トップ
は同重量で、株式会社ソフテムの常山広夢さん、青木文徳さ
ん2名が1位タイ、3位は、株式会社ケイアイエスの東野敬太
さんとなった。今回は、女性参加者6名全員にレディース参
7月20日（土）、毎年恒例の船釣り大会が、金沢八景の船

加賞として、「刺身醤油」、小中学生5名にはジュニア参加

宿「忠彦丸」で開催された。気温27度、湿度75％とやや蒸

賞として、「おもちゃ詰め合わせ」が贈呈された。来年も船

し暑いが、海はうねりも少なく、絶好のコンディション。7

釣り大会を予定しているので、是非ご参加を！

時30分からルール説明、続いて常山会長の挨拶で大会がは
じまった。今回の釣りものはアジ、3尾の合計重量で順位を
決めるので、まずは3尾確保したいところ。参加者は3艘の
船に分乗し、船長からのアジ釣りレクチャー後に、いざ出
船。八景島のジェット
コースターを左に眺めな
がら15分ほどで最初の
ポイントに到着した。船
長の「はじめてくださ
い」の指示で、それぞれ
仕掛けを投入。しばらく
すると、20センチくら

ハイライズ株式会社

平岡卓也

優勝

株式会社アイネット

準優勝

株式会社日立社会情報サービス

親子夏休みわくわく見学会2019～川崎港保安船クルーズ～

開催日：2019年8月6日（火）
企業経営委員会

私は初めてクルーザーに乗った

ないという理由ですが、柱の多さに

のですが、クルーザーの事をよく知

あっとうされてしまいました。最後

らないので、どんなのだろうと楽し

に、海上のゴミ問題についてお話し

みにしておりました。当日はとても

を聞きました。川崎市の管轄で、去

暑く、クルーザーの中もすごく暑い

年20トンのゴミが引き上げられたそ

のだろうと思っていましたが、中に

うです。また、海にビニールやスト

入ってみると、とても涼しくて、

ローが捨ててあって、それが細かく

すわり心地のいい椅子で、すごくい

砕けたものを魚が食べて、その魚を

い気持でクルーズができました。

人間が食べるという悪じゅんかんが

ガイドのおじさんが、船が港を出

生まれると、お話ししてくださいま

入りするためには、案内棟の指示

した。1人1人が気をつけてみんなで

に従わなければならず、従わなければ、大きな海運事故がお

海をきれいにできれば良いなと思いました。クルーズはとて

きてしまう可能性があるとおっしゃっていました。地上だと

も楽しかったですし、環境問題についても教えて頂き、いろ

車は左側通行なのですが、海上は右側通行ということで、何

いろと見て学ぶ事ができよかったです。

だか不思議な感じがしました。海上でもいろいろな決まりが
あるという事がわかりました。一番びっくり
したのは、空港の新しくできた滑走路が、海
の上にあったという事と、約二千本の柱で支
えられていたという事です。川の流れを妨げ

株式会社アプリコット 家族 小学4年 畠山奈恵

開催日：2019年9月19日（木）
産学連携委員会

情報系専門学校との情報交換会
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

「学校を頼らずに自主的に就活を行う学生が増えて把握しに

議室において専門学校16校21名、神情協会員は64社86名

くい」という意見や「まだ学校を頼っている学生のほうが多

の参加を得て開催された。常山会長より30回以上継続され

い」との意見もあり、学生の傾向もバラつきがあるようだっ

ている情報交換会が、今後も両方にとって良き場となりより

た。またインターンシップについては積極的に参加する学生

よい採用・就職活動につなげていきたいとの挨拶があり、富

が増えているとのことで、内容や期間について意見が交換さ

樫産学連携委員長よりSE講座、IT就職フェア―、学生ITコ

れた。

ンテストなど産学連携の取り組みについて、また外国人留学
生向け合同企業説明会（神奈川ITジョブフェア）が今回延
期となった経緯と、今後も必要性を話し合っていくとの説明

第2部の懇親会でも学校と企業で活発な情報交換が行わ
れ、今後さらなる産学連携強化が期待される場となった。
ニューテック株式会社

五十嵐友香里

があった。
勝山産学連携理事の進行のもと、各専門
学校より「IT業界への就職状況」、「資格
取得への取組み」、「インターンシップへ
の要望」、「神情協への要望・意見」など
について説明が行われた。専門学校からは

開催日：2019年9月25日（水）
SE講座特別委員会

「大学向けSE講座」講師情報交換会
神情協事務局会議室でS E特別委員会による「大学向け
SE講座」講師情報交換会が講師28名参加のもとに開催され
た。

話”を共有するため講義概要を紹介した。
「経済と業界の未来」「営業の醍醐味と面白さ」「業界の
最新技術動向」「仕事とやりがい」「業界の夢や楽しさ」

冒頭、小川名剛彦委員長からS E講座の実施状況を踏ま

「若手社員を同行した実状紹介」「就職に繋げるためには」

え、IT業界の実状を直接学生に伝える有益な事業であり、

「業界のキャリアパス」「S Eの品格」など講師の方々の

引き続き講師活動への理解と協力のお願いがあった。続い

キャラクターを活かした業界の話をしていただき、大変刺激

て、今年度認定された新任講師7名の方から、自己紹介と

になると同時に勉強になった。

SE講座への熱い意気込みを発表していただいた。講師の世
代交代、若返りが進んでいると感じる。
情報交換会では、講師の学校割当て基準、講座の進め方な
どについて確認した後、講師の皆様が得意とする“業界の

その後、居酒屋に会場を移し懇親会が行われ、若手講師と
ベテラン講師の親交を深め、和気あいあいの中、有意義な講
師情報交換会となった。
テクノスクエア株式会社

渡部雄三

■株式会社ステップ

ジュアルOK。自由な社風のなかで、すぐに

株式会社ステップは今年34期を迎える。

場所を選ばず議論を始めるなど、仕事に対し

移動通信ネットワークの可能性に着目した3

て熱意を持った社員が多く定着率も高い。

人の技術者によってスタート、携帯電話の普

YRP情報産業協同組合やヨコスカバレーな

及にともなう急激な技術革新の波に乗り、移

どの公共活動の推進を行ない、地元横須賀市

動体通信のプログラム開発をコアビジネスと

への貢献度も高い企業だ。社名のステップに

して実績を積み上げてきた。そこで培われた

は「一歩一歩進める」という創業者の願いが

技術・ノウハウをベースに業務用/Webシス

込められているそうだが、その名のとおり地

テム開発などの分野にも積極的に進出、さ

元横須賀にしっかりとした基盤を創り、堅実

らにはAI、IoT分野での研究開発支援業務な

に事業をすすめてきた。ビジネス環境の変化

ども手掛ける。2004年に駅から程近い横須

に、一歩先んじて技術開発力を育成強化し、

賀市久里浜に自社ビルを構え、技術者130名

お客様の要望に応えるべく日々努力していき

がシステム開発可能な環境を持つ。敷地内に

たいと、代表取締役社長の神宮司氏は語る。

は駐車場スペースも広く確保。新入社員でも

株式会社ステップの次の一歩に注目したい。

車・バイク通勤、フレックス勤務、服装はカ

■株式会社ラピス

イアンス遵守を掲げてきた。
「信頼とは顧客、株
主、社員、社会への貢献」
と、代表取締役 武田

は、昭和49年の設立当初、民生用電気機器の

社長は語る。従業員たちにもその精神は根付い

輸出を中心とした貿易商社としてスタート。そ

ており、
リーマンショックの際も、主力のSES業

の後、情報化時代の到来をいち早く察知し、昭

務が顧客から高い信頼を得ていたため、影響を

和53年にコンピュータソフトウェア開発業へ切

受けることなく乗り超えられたという。45年間で

り替え、現在に至るまで大きく成長し続けている

築いた顧客との「相互信頼」の関係もまた、
ラピ

企業だ。汎用系の業務に強みを持ち、金融系、

スの強みであるといえる。

公共系のSES事業を主力としている。
その他に

今後のビジョンは
「今までの技術を活かして、
新

も、クラウドコンピューティングを活用した自社

しい技術・分野に立ち向かう」
こと。
これまで培っ

パッケージソフト開発や、スマートフォンアプリ

たノウハウと最先端技術を組み合わせることで、

ケーション開発など、時代のニーズの変化を機

利便性の高い製品を世に生み出し社会に貢献し

敏に読み取り、新規分野も積極的に開拓。

たいと、
武田社長自らセミナーなどに足を運び、
意

時代を先取りしたかのように、早くからコンプラ

■日本ノアーズ株式会社

Tel：046-833-7801
URL：http://www.step-japan.co.jp/

今年で設立45周年を迎える株式会社ラピス

ビジネスチャンスだけではなく、会社理念も

設 立：1986年10月1日
資本金：4,000万円
売上高：9億9,850万円
社員数：106名
住 所：神奈川県横須賀市神明町 1－50

欲的に取り組むなど、
強い開拓精神を感じる。
今後さらなる躍進が気になる企業だ。

設 立：1974年11月17日
資本金：3,740万円
売上高：5.1億円
社員数：64名
住 所：神奈川県横浜市西区高島2－14－12
ヨコハマジャスト2号館 8F
Tel：045-451-0156
URL：http://www.kk-lapis.co.jp/

サービスを開発したいと思っている。人生100

今年で創業21年目を迎える日本ノアーズ株式

年時代。エンジニアとしては第一線を退いた社

会社は、ソフトウェア開発、サーバーの構築や運

員でも、社会と関わりを持ち続けていられるよ

用における技術力に定評があり、大手企業から

うな仕事を会社の中に作っておきたい」。これま

の信頼を得て、安定した経営を続けている。ま

で会社を支えてきたベテラン社員に対する敬意

た近年、多くの中小企業が後継者不在という問

と、業界全体のこれからの働き方の手本となる

題を抱えている中、同社では3年前に先代の持

ような考え方に感銘した。

地秀恒氏からご子息である慶人氏へと世代交代

今でこそ経営者の立場であるが、元々は別の

した。
「今の会社には、親父と一緒に当社の基

IT企業でプログラマーとして働いていたという

設

盤を作ってきた世代と、ひと通りの経験値を積

慶人氏。だからこそ、現場で働く技術者たちの

んだ我々のような40代、そしてこれからを担う

辛いところはよく分かる。
「遊びや好きがその

20代の若手社員といった、習慣も考え方も全く

まま仕事になるような、楽しい会社にしたい。

異なる世代がいる。このギャップを上手く活かし

帰社日に開催するアプリ開発の勉強会はまさ

資本金等：2,000万円
売上高：1億9,200万円
社員数：20名
住 所：横浜市中区真砂町4－43

て新しいことにチャレンジしていきたい。」と、2

にそのひとつの取組み」。満を持して登場する

代目は語る。
「具体的には、新たにBtoCの自社

だろう新サービスが待ち遠しい。

立：1998年3月1日

木下商事ビル 6F
Tel：045-226-2667
URL：https://www.nno.co.jp/

開催日：2019年9月12日（木）
企業経営委員会

第9回委員会対抗コンペ

第9回委員会対抗ゴルフ選手権大会が富士小山ゴルフク
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58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5大会連続労働福利委員会、ネット優勝は広報
委員会が飾った。その他成績は以下のとおり。2位教育研
修委員会、3位横浜・川崎交流委員会合
同チーム、4位労働福利委員会、5位正
副会長ブロック、6位企業経営委員会、
7位産学連携委員会、8位技術委員会、
9位女性活躍ダイバーシティ委員会。

若手経営研究会
「若手経営研究会」は、次世代の経営者・幹部候補者
育成の推進に寄与すべく、2016年経営に強い興味を持
つ若手メンバー12名で活動を開始しました。１、２年
目は、会社経営のさまざまな課題をピックアップし、各
社の取り組みなどを共有、ディスカッション活動や知識
力を中心にレベルアップをして参りました。３年目から
は社長の仕事、組織、株、資金繰り、決算書など、経営
的な視点で会員企業の経営者より自らの経験談を中心に
語っていただきながらメンバーとディスカッション。
より現実的な経営について学びを得る活動を実施しま
した。本年度は30名となり、メンバー自身が主体性を
持って研究会活動に取り組んでいます。若手経営研究会
は、これからの神奈川県情報処理産業発展のために活躍
する皆さんの参加をお待ちしております。
株式会社データープロセスサービス

大西雄一

新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
株式会社言語サービス
横浜市西区戸部本町
代表 史 莉
http://www.is-jp.com
TEL 045-412-3838
業務 ITサービス、人材派遣、職業紹介
■正会員
株式会社アクロイト
川崎市高津区坂戸
代表 田村 孝章
http://www.acroit.co.jp
TEL 044-400-1288

業務 コンピュータシステムの技術支
援・受託開発、salesforceの受託開発
ウェブサイト及びウェブコンテンツの
企画、デザイン、制作
■正会員
ディアシステム株式会社 東京オフィス
東京都中央区京橋
代表 岩浅 宏明
https://www.dsic.jp
業務 ソフトウェア業、システムコンサル
ティング、企画、開発、運用保守からアウト
ソーシングまで多様なソリューションを提供し
ており、自治体や大手企業をはじめ様々なお客

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

様とお仕事をさせていただいております。
■正会員
あさかわシステムズ株式会社 東京支店
東京都大田区大森北
代表 高岡 直人
http://www.a-sk.co.jp
TEL 03-6812-8051
業務 パッケージソフトウェア開発・販
売、クラウドサービス、コンサルティング
サービス、IoT・RPA開発、Web対応ソフト
ウェア開発ほか
■正会員
株式会社ココロ／プロダクト営業推進部

東京都港区芝
代表 福田 勝志
http://www.rococo.co.jp
TEL 03-6779-8655
業務 システム開発・ITアウトソーシング
■賛助会員
株式会社エスポール
横浜市西区高島
代表 寺村 正・木野本 謙二
TEL 045-512-6897
業務 新卒採用コンサルティング、経営
リスクマネジメントコンサルティング、ビ
ジネスマッチングサービス

