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行きたいとの力強い発言があった。

アトラクションではヨコハマ大道芸 仙丸・朱仙による笑

いのあるパフォーマンスに会場は大いに盛り上

がり、前山浩志副会長のユーモアに溢れた中締

めでお開きとなった。

株式会社アルファメディア　小湊宏之

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467名が集まり盛大

に開催された。

冒頭、神情協常山勝彦会長が

挨拶され、今年の干支である子

年にちなんで、神情協マスコッ

トキャラクター「KIAぽん」が

ねずみであることに触れ、神情

協の年でもあることから、神情

協ならびに会員企業の更なる発

展を祈念された。

来賓の祝辞では、黒岩祐治神奈川県知事より、未病コン

セプトにおける「グラデー

ションモデル」に

は、ビッグデータ

解 析 が 必 要 不 可

欠 で あ り 、 A I や

IoT、ビッグデー

タの活用など当協

会ならびに当業界

に対して大きな期待を寄せているとのご挨拶があっ

た。次いで、経済産業省商務情報政策局の和泉憲明

企画官からも、干支にちなんだお話があった。庚子

は60年に一度の大きな変革の年であり、成長から

繁栄に切り替わる年。まさにデジタルトランスフォーメー

ションが本格的にスタートする年であるため、政府と業界団

体とが一体となって「ワンチーム」の精神で共に取り組んで

第14回横浜ITフォーラム2019が、「データ利活用時代本

格到来」と題して開催された。講演の第1部は、横浜市立大

学の山中教授をお招きし、「データサイエンスが斬り開く日

本の未来」について、膨大なデータの中から新たな社会的な

価値を創造できる人材育成方法など、横浜市立大学の戦略的

な取り組みを紹介

いただいた。引き

続き第2部の講演

は、富士通株式会

社の永井様から、

「Data x AI x 量

子コンピューティ

ングが開拓する新

たな未来」につい

て、実際の活用事

例とその未来シナリオの

紹介を通じて、デザイン

思考などデジタルテクノ

ロジー活用に必須となる

フレームワークを、解り

やすく映像を交えての講

演を頂いた。その後、場

所を移して開催された交

流会の中でも、データ利

活用時代について、積極

的な意見交換が行われ、

有意義な本フォーラムは

幕を閉じた。（参加者はフォーラム134名、交流会61名で

あった）

アドバンスドプランニング株式会社　今井一範

2020年賀詞交歓会

第14回横浜ITフォーラム2019

開催日：2020年1月17日（金）
神情協事務局

開催日：2019年11月21日（木）
横浜市交流委員会



学生ITコンテスト2019の最終選考・発表会がTKPガー
デンシティプレミアム横浜で実施された。当コンテストも
2014年の開始からすでに6回目を迎え、学生・学校関係
者・協会員あわせて約100名が出席した。

ビジネス部門・ITプロダクト部門合わせて20エントリー
の作品の中から一次、二次選考を通過した11チーム39名が
最終選考に選出され最終プレゼンに挑んだ。

今年の発表ではIoTやAI、ビッグデータなどの業界内でも
トレンドであるキーワードを取り上げているチームが
多いのが興味深かった。中でもスライド資料が美しく
デザインされているものが多く、目でも楽しみながら
審査員はプレゼンを聞いた。発表も、音声を使用した
もの、手話をしながら話すもの、エンターテイメント
性の高いものなど多様な方法がとられたことが印象深
かった。

優秀賞はビジネス企画部門から「ごみぶん」(横浜

第2回オープンセミナー（Capture The Flag：コン
ピュータセキュリティに関するさまざまな問題を解くこと
で技量や知識を競うイベント）が、AP横浜の会議室で、17
チーム・50名の技術者が参加して開催された。今回は、講
師衣装やリフレッシュメントが用意され、参加者が楽しみ
ながらもサイバー攻撃に対するセキュリティ対応を実感で
きるイベントとなった。参加チームの中には、賛助会員の
岩崎学園 情報科学専門学校教務課の先生で構成されたチー
ムもあり、正面スクリーンには各チームの得点がリアルタ
イムで表示され、チームのプライドをかけた「絶対に負け

られない戦い」がそ
こにあった。競技は
45分間で行われ、提
示された6問のほか
に参加者のサーバー
に開始とともに送ら
れ続けた隠し問題を
含めて7問。ネット
ワークアナライザソフ
ト（Wireshark）の使い方やログの改ざん、SQLインジェ
クションなど攻撃者の視点も考えられた問題構成に、参加者
のみならず参観者にも勉強となった。競技終了後は、講師
のアルファ・ウェーブ柴山氏（白衣の教授の扮装までしてい
ただきご協力ありがとうございました！）から、各問題の狙
いと解説を頂いた後、上位3チーム（1位 エーアイネット・
テクノロジ チームAINetZ 2位 岩崎学園 情報科学専門学校 
b1sc0、3位 エルテックス じぞう）から、参加してみた感
想の発表、講師との記念撮影を行い閉会となった。

株式会社インフォマジック　市川嘉美

システム工学院専門学校)、ITプロダクツ部門からは「暗
号通貨シミュレータ」(関東学院大学)となり、最優秀賞は

ナレッジグラフとディープラーニン
グをベースとした自動応答システム
「CORWORDS」(横浜国立大学)と
なった。1名で取り組んだチームや複数
名で協力したチームなど、年々内容が
レベルアップしており、来年も期待し
たい。

株式会社アイネット　高野博司

イスの場も設けられ、なごやかな雰囲気ながらも良い刺激を

受けることができた。一回目の研修では「自分・チーム・未

来」がテーマ。それぞれについてワークシートでじっくりと

考察する時間と、ディスカッションやゲーム形式で他者とと

もに考察する時間があったので、主観と客観の両面におけ

る気づきを得た。二回目は会社運営を疑似体験するゲームを

実施。自身が職場で置かれている状況に重なることがたびたび

あったため、特に現状打破のヒントになった。

「女性管理職」という言葉の響きに少なからず重いイメー

ジを抱いていたが、黒田氏や他の参加者の面々を見ていて、

「管理職という立場に楽しさを感じても良いこと」「自分も

周りも楽になれる手段を見つけることの重要さ」などを学ぶ

良い機会となった。

株式会社アプリコット　江渡まどか

株式会社Dorestの代表取締役 黒田佳奈子氏を講師に迎え

た「女性管理職育成研修会」を受講した。本研修は三回にわ

たるコース研修となっており、30人余りの女性が参加。参

加者の女性たちは必ずしも自身の意志のみならず、会社推薦

で参加したという人も少なくなく、「いったいどのような研修

なのだろう？」という顔もちらほら。私もそのひとりだった。

研修会では黒

田氏の快活なご

指導のもと、先

輩 方 の ト ー ク

セッションや同

じテーブル内の

参加者と、悩み

の共有やアドバ

神情協　学生ITコンテスト最終選考・発表会

第2回オープンセミナー

女性管理職育成研修会

開催日：2019年11月28日（木）
産学連携委員会

開催日：2019年12月10日（火）
技術委員会

開催日：2019年11月15日（金）
女性活躍ダイバーシティ委員会

最優秀賞　横浜国立大学

１位　エーアイネット・テクノロジ



ホテルプラム横浜で、「第22回神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交換会」が開催され
た。大学17校21名、神情協は69社78名で、企業の参加者
が3.7倍と売り手市場を象徴するものとなった。神情協の中
溝副会長より、企業側は営業活動に匹敵するぐらい採用活動
に力を入れており、大学
と企業のパイプをより強
力なものにし良い人材を
育てていきたいと説明。
県就研の大橋会長からは
学生のIT企業への就職が
年々増えており、この会を機にIT企業の情報を更に深めて
いき就職指導に役立てたいと、ご挨拶があった。

産学連携委員会の事業紹介の後、各大学より「就職活動時
期の変化」、「IT業界への就職状況」、「インターンシッ
プへの取り組み」、「企業側資料の情報掲示内容」を中心

にご意見をいただい
た。インターンシッ
プについては低学年
からの参加が「就業
意識の醸成や業界理
解を深めるため」に
必要であり、時期に
ついては学業を考え
長期休暇を希望する
大 学 が ほ と ん ど で
あった。また企業側資料の情報掲示内容については残業時間
や福利厚生などについてだけでなく、具体的な将来イメージ
ができるような情報、30歳のモデル年収なども開示してほ
しいとの意見があがった。今後もさらに情報交換を進めてい
くことが必要と感じられる会であった。

株式会社ティーエスアールパブリック　畑美和子

今回の座談会のテーマは「日本生活」「会社生活の理解さ
れづらい悩み」で参加者は各国から来日した外国人従業員
だ。予想外に様々な国の方が参加し、普段
の悩みを聞くことができた。

例えば、宗教の教理上仕事中お祈りの時
間と場所が必要な方は、「勤めている会社
に相談し解決してもらった」とか、会社で
働いている今は問題ないが、大学時代に部
屋を借りるときに「外国人だから断られ
た」などの話を聞いて、来日外国人ならで

はの、さまざまな悩みを知ることができた。
こうした外国人従業員特有の悩みは、座談会終了後の交

流会で相談ができ、アドバイスも受けられ
るそうだ。私はまだ日本生活が長くないな
か、特に問題はないが、今後何か出てきた
ときには利用しようと思った。はじめて日
本で働く外国人が困らない環境になること
を願う。

ニューテック株式会社　金　泰均

神奈川県私立大学就職研究会（県就研）との情報交換　　　     

外国人従業員による座談会

開催日：2019年10月15日（火）
産学連携委員会

開催日：2019年11月20日（水）
女性活躍ダイバーシティ委員会

技術委員会主催による第5回アプリケーションコンテス
ト発表・審査会がホテルプラムの宴会場で行われた。今年
は12作品（11社）で競われた。発表会では参加者がAI、
IoT、ブロックチェーンなどの技術を利用した作品と見事な
プレゼンで会場を沸かせた。同委員会が力を入れる先端技術
研究会の参加者による作品も見られ委員を感涙させたが、
どの作品も作成者た
ち自身の技術への真
摯な取り組み姿勢が
伝わる素晴らしいも
のであった。本コン
テストは、新人を含
む若い参加者も多く

見られ、研鑽
した技術を披
露する場とい
うだけではな
く、開発経験
や教育の機会
や、プレゼン
の舞台として
も機能してい
ることを感じることができた。また、表彰式後の懇親会も、
発表会では披露されなかった話を聞くことができ、意見や情
報の交換の場として有意義なものとなっていた。

本コンテストは作品発表者だけではなく見学のみの参加も可
能で、今年も多くの見学参加があり、よい刺激を与えられたよ
うに思う。来年以降の盛り上がりにも大いに期待したい。

株式会社データープロセスサービス　江間寛和

最優秀賞 ことばあつめ 株式会社メトロ
優 秀 賞 Mimi copy kun ノックスデータ株式会社

社内通貨　AINet　Coin 株式会社エーアイネット・テクノロジ
特 別 賞 Remind Name 株式会社CIJ

ホテル・旅館・レストラン向け
クラウドアプリケーション

株式会社アローズ・システム

IoTストームグラス 株式会社富士テクノソリューションズ
MIT賞※1 IoTストームグラス 株式会社富士テクノソリューションズ

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

開催日：2020年1月30日（木）
技術委員会アプリケーションコンテスト2019発表・審査会

最優秀賞　株式会社メトロ



第10回フットサル大会が、雲一つない小春日和の中、参
加全50チームで開催された。横浜市泉区の「かもめパー
ク」での大会も3回目（第8回大会より実施）となり、9時
30分開始の予選リーグ10ブロック100試合は、「熱く」時
には「楽しく」進み、みごと予選突破した20チームによる
決勝トーナメントが行われた。16時40分キックオフの決勝
戦、株式会社アイネットと株式会社日立社会情報サービスの
戦いは、この時期らしく冷え込んできたものの、試合内容は
熱かった。結果はアイネットが 3対0 で日立社会情報サービ
スを完封し2連覇を達成。なお、MVPは株式会社アイネット
の佐藤権一氏が獲得した。

株式会社富士テクノソリューションズ　岩澤隆則

【結果】
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　
　 3 位：株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ　
　 4 位：株式会社情報システム工学

今年も川崎市中小企業大運動会（同協会川崎交流委員会ほ

か5つの団体で主催）が開催された。天候にも恵まれ雲一つ

ない青空のなか、例年通り6団体が参加し、大勢の参加者で

賑わう中、気持ちよく体を動かすことができた。普段から体

を動かしている人、そうでない人も、和気あいあいの、な

ごんだ雰囲気のなか、協力しながら各競技に参加。同協会

は、むかで競争で1位、そして、最終種目の団体対抗リレー

では他団体と大きく差をつけての1位でゴールすることがで

き、総合順位は3位となった。来年は、実行委員長の言葉に

もあったように無事故を第一に競技に取り組み、気持ちをリ

フレッシュさせつつ、ひとつでも上の順位を目指したいと思

う。総合優勝は、TKC経営労務協会、第二位は協同組合高

津工友会だった。

株式会社データープロセスサービス　野村健一

第10回フットサル大会

第46回川崎市中小企業大運動会 

開催日：2019年11月16日（土）
労働福利委員会

開催日：2019年11月10日（日）
川崎市交流委員会

優　勝　株式会社アイネット

MVP　株式会社アイネット佐藤権一氏



神奈川工科大学 KAITスタジアムで決勝戦と三位決定戦が行
われた。
■三位決定戦
アイネット 対 ソフテム（川崎）

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。チャンスをうまく活かし、アイネットがそのまま勝利し
た。ソフテム（川崎）は2回のチャンスを活かせていれば、試
合展開は変わっていたかもしれない。
■決勝戦
NTTテクノクロス 対 シンポー情報システム＆ソニー生命

両チームともチャンスは作るものの、好投手による投げ合
いの結果、均衡した状況が続く。7回終了時点でも0対0で決着
はつかず8回から1アウト満塁で始まるタイブレーク形式とな
る。先行のシンポー情報システム＆ソニー生命は、相手のワイ
ルドピッチと内野ゴロの間に待望の先制に成功。後攻のNTT
テクノクロスは終始チャンスを作っていたが、あと1本が出な
かった。

どちらのチームが勝ってもおかしくない、決勝にふさわしい
緊張感のある試合だった。

MVPは試合途中から好リリーフでピンチを脱したシンポー
情報システムの小林投手が選ばれた。

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、大会は閉幕した。

ソニー生命株式会社　加藤慎也

第12回会社対抗ゴルフ大会（旧：実業団対抗ゴルフ選手
権大会）が横浜CC東コースで行われた。

肌寒い曇天のなかスタートしたが、すぐに晴れ間が広が
り、走る人には暑いぐらい絶好のゴルフ日和となった。昨年
からハンディキャップの計算方法を新ペリア方式とし、さら
に今年からは大会名も新たに、初中級ゴルファーにも門戸を
広げた楽しいゴルフ大会にイメージチェンジ。

栄えある優勝にはテクノスクエア株式会社が輝き、2位は
株式会社エスポール、3位は株式会社富士テクノソリュー
ションズという結果になった。

競技後は恒例のパーティが行われ、それぞれの組の珍・好
プレーの話で盛り上がった。予定していた表彰式は、ゴルフ
場のシステム障害のため後日の順位発表となったのが残念
だったが、参加者の実行委員に対する温かい目に見守られて
終了した。

株式会社データープロセスサービス　川村計志

第31回軟式野球大会

第12回会社対抗ゴルフ大会

開催日：2019年12月1日（日）
労働福利委員会

開催日：2019年11月19日（火）
企業経営委員会

優　勝　シンポー情報システム＆ソニー生命

MVP　小林投手



「企業の成長は社員の健康から」をテーマに湘南トレー

ナーズオフィス合同会社の内山聡氏と橋本千奈美氏をお招き

してご講演いただいた。

まず、内山氏からは具体的な健康経営の取り組みについて

の紹介がなされた。講演途中では内山氏の指導のもと、参加

記念すべき令和1回目(第13回目)

「神情協大クリスマスパーティー

2019」が企業経営委員会・女性活

躍ダイバーシティ委員会主催で開催

された。

昨年に続きDJは大指理事。今年は

イントロクイズの監修も行い、全年

代が盛り上がる選曲で会場は大いに

暖まった。歓談時間ではペアを探し

に端から端へ、名刺交換で端から端へ、料理を求めて端から

端へ・・・皆さん1か所に留まらず、会場を縦横無尽に動い

ている姿が印象に残った。恒例の大抽選会は今年も数多くの

企業から素敵な景品を提供いただいた。残念ながら女神様が

微笑まなかった人にもドリーム賞が！　当選の報告お待ちし

ています！！

株式会社アトムシステム　小池夏代・佐藤亜耶

横浜市職員2名を含めた19名でIHIつなぐラボと横浜南部

市場を見学した。

IHIはペリーが来航した1853年、時の徳川家の命により

建設された石川島造船所を起源とする日本屈指の重工業企

業、造船・国防を目的とした屋台骨から、戦後も造船・素材

産業・トンネル掘削機・船舶車両用のターボチャージャー・

航空機用のジェットエンジンなど多種多様な事業を展開して

いる。時代の変化とともに同社はイノベーションの推進につ

いて大きな関心を持ち、今回見学したIHIつなぐラボを展開。

IHIの技術と他社のアイデアをつなげイノベーション創造の推

進を行っている。IHIでは、神情協会員のようなICT関連企業

との協業による、新たな価値創造に期待を寄せているという。

つぎに横浜市南部市場を見学した。本市場は横浜市市民

370万人の胃袋を満たす市場のひとつで、水産物・青果・他

花卉類を取り扱う市場だ。市場担当の市職員よりレクチャー

を受け、少子高齢化や社会構造の変化・国際化などにより

者が体操やストレッチを実践する機会もあった。内山氏の

話を聞いて健康の重要さを再認識したこともあり、多くの

参加者が真剣な様相で体操やストレッチを実践する姿が印

象的であった。

また、日本美腸協会認定の美腸アドバイザーである橋本

氏からは腸内環境を整えることが仕事の効率アップにもつ

ながるという内容のお話があった。食事をはじめとする普

段の生活が腸にいかに影響を与えるのかを聞き、自身の腸

の状態にショックを受けている参加者も多く見受けられ

た。橋本氏の講演においても美腸セルフストレッチを参加

者が実践する機会があり、多くの参加者がこれまた真剣な

様相で取り組んでいた。

社員の健康の重要性についてあらためて認識させられると

ともに、自身の健康というかけがえのないものの価値をあら

ためて認識する機会となる大変有意義なセミナーであった

小島勇祐法律事務所　小島勇祐

市場に求められる役割が再編を求められていることを知っ

た。そうした役割変化は、ICT産業のシステムが市場に提供

する多角化した情報と相関があると思われる。コンピュータ

通信の世界が食料品の流通を変えている現実を見て、われわ

れの仕事が世の中をより利便性の高い世界に大きく変えてい

ることを誇らしく思うとともに、この業界に課された責任の

重みも感じた見学会となった。

第3回労働福利委員会セミナー

神情協大クリスマスパーティー

横浜市市内施設見学会

開催日：2019年12月6日（金）
労働福利委員会

開催日：2019年12月16日（月）
企業経営委員会

開催日：2019年12月13日（金）
横浜市交流委員会



■株式会社シーエーエル
JR保土ヶ谷駅東口の小高い丘の上に株式会

社シ－エーエルの本社ビルがある。昭和54年

（1979年）に新橋で産声を上げ昨年9月で創

業40年。平成元年に自社ビルを建て横浜の地

で30年になる。オフィスコンピューター（オ

フコン）という日本独特の呼称の事務用計算機

が普及した時代の創業で、販売管理などの業務

システムを上流工程から手がけ経験を積み重ね

てきた。業務システムの運用までを踏まえた本

質をよく理解しているSEが多い会社だ。

PCの出現、クライアントサーバー、そし

てWebという時代の流れに対応し、飯田芳

明社長のこだわりであり同社の社是でもある

「イノベーション」を実践し、現在はオープ

ン系のシステム構築が主流になっている。

特筆すべきは、オフコンからWebへのマイ

グレーションサービスだ。自社開発のマイグ

レーションツールと独自の手法によって、オ

フコンの操作性をWebで実現する。大規模な

システムのユーザー企業から高く評価され、

現在でもマイグレーションサービスの引き合

いは続いているそうだ。

Webへの移行だけなくクライアントサー

バー、シンクライアントと顧客に最適なシス

テムを提案できるのも強みだ。

マイグレーションから運用・保守サービ

スへ繋がる直取引の顧客を増やしていくこと

で、培ってきた業務システム構築の知見を活

かしたSI企業として発展を続けるだろう。

■株式会社サン・データセンター
株式会社サン・データセンターは創業から50

年を迎えた。関東圏を中心に図書館システムの

パッケージ開発・提供及び周辺ソフトウェアの

提供を行っている。図書館運営で必要とされる

検索、書籍管理、運用管理、来館者サービスなど

重要な機能を担っている。扱っている商材上、競

合他社に大企業が多いことや行政との調整ごと

の多さなど、経営層は難しい舵取りを多く要求さ

れている。それでも多くの方に図書館を利用して

もらえるよう、システムの改善に取り組んでいる。

日本人の活字離れが問題になる中、図書館の

利用により若者の活字離れ改善や、高齢者の継

続利用促進などシステム提案なども行っている。

庄司社長で3代目になる。現社長がビジョン

を開き、就任前の事業から図書館システムを軸

にした事業にシフトさせた。図書館システムを

扱うという希少な企業であるため、人材不足の

業界にも関わらず良い「人財」が集まっている。

技術面ではスマートスピーカーを利用した音

声出力ソフト開発、ビックデータの活用、AIなど

最新技術も積極的に取り入れている。図書館の

司書や本に精通している人材が減る中、個人の

要望に合った本を選ぶことができるシステムの

完成を目指している。

本も紙から電子へと形を変え、図書館も変化

が必要になる時代。利用者がいかに便利に利

用できるかを考え、図書館の未来を変えていく

企業であると感じた。近い将来、画期的な図書

館システムが誕生することを期待する。

■NDS.TS株式会社
新横浜駅から5分程の場所に本社を構える

NDS.TS株式会社は、1986年に東洋通信機株式

会社の全額出資により「株式会社トヨコムシステム

ズ」として川崎に設立。2012年にNDS株式会社

の完全子会社となり現在に至る。YRP事業所も構

え、現在社員数は79名。

主な事業内容は、大手通信キャリアのモバイル端

末・基地局の評価・検証、組み込みやモバイルアプ

リケーションのソフトウェア開発を展開している。

進化するモバイル端末の性能と機能、5Gに

伴ったサービス・整備の開発など、日々新しい技術

が求められる業界の中で、「研究・開発業務にも携

わり、最先端の技術に触れ、積み重ね得られた技

術と経験が弊社の強みです」と語る小野社長。

「目の前の作業だけではなく、それらを使われ

るお客様・社会の事をイメージしながら日々の業

務に取り組み、やりがいや楽しさをもってやらなく

てはならない」とも語られ、お客様から信頼され続

ける確かな技術者集団の姿がここにはあった。

そうした技術やノウハウを新たに繋げていくた

め、人材採用では、中途・新卒に加え、グローバル

(ベトナム)人材の採用にも積極的に取り組み、今後

の拡大への地盤固めを一歩ずつ進めている。

次なるビジョンは、事業の中心となっているモバ

イル端末・基地局事業だけではなく、もう一つの柱

であるソフトウェア開発へ注力していき、自分たち

の持っている技術を生かした開発にもより踏み込

んで、会社を成長させていくこと。

今後も新しい通信技術が生み出されていく中

で、どのように社会に貢献していくか、さらなる躍

進に注目したい。

設　立：1979年9月1日
資本金：9,000万円
売上高：5.5億円
社員数：65名
住　所：神奈川県横浜市保土ヶ谷区
　　　　岩井町475番地の2
Tel：045-721-9311
URL：https://www.cal.ne.jp/

設　立：1969年9月5日
資本金：3,000万円
売上高：10億円
社員数：64名
住　所：神奈川県横須賀市小川町14番地1
　　　　ニッセイ横須賀センタービル7階
Tel：046-824-0010
URL：http://www.y-net.co.jp/

設　立：1986年8月20日
資本金等：8,000万円
売上高：10億1,900万円
社員数：79名
住　所：神奈川県横浜市港北区
　　　　新横浜二丁目3番地4
Tel：045-620-6353
URL：https://www.nds-g.co.jp/ndsts/
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新会員 I N F O R M A T I O N
■正会員
And One Softweare Engineering 株式会社
川崎市川崎区貝塚 
代表　芦澤　仁
https://andone-eng.co.jp
TEL 044-280-6731
業務　ソフトウェア開発
■正会員
株式会社 AXSEED
東京都渋谷区渋谷 
代表　内野　徹也
http://axseed.co.jp
TEL 03-5766-4150
業務　システム開発
■正会員
株式会社ハッピーデザイン
東京都渋谷区円山町 

代表　関茂　和之
http://happy-design.co.jp
業務　広告・ソフトウェア開発・SES
■正会員
アーバン・コーポレーション株式会社
横浜市西区高島 
代表　田上　魁人
http://urban-web.co.jp/
TEL 045-453-0035
業務　コンピュータソフトウェア開発、
経理のアウトソーシング（経理代行業）
■正会員
アイテックジャパン株式会社
東京都品川区西五反田 
代表　池田　宏之
http://www.itec-japan.co.jp/
TEL 03-6910-4655

業務　金融、公共、事業向けソフト
ウェア開発及びインフラ構築
■正会員
株式会社新日本コンピュータサービス
大和市中央林間 
代表　本田　尚道
https://www.sncs.co.jp/
TEL 046-271-1661
業務　IT人材支援、システム開発、イ
ンフラ構築、データ入力
■正会員
株式会社ユーソフト
東京都豊島区西池袋 
代表　服巻　弘晃
http://www.usoft.co.jp/index.html
TEL 03-6907-0751
業務　システムインテグレーション業

務、システム開発業務、システム運用
保守業務、ネットワーク構築業務
■賛助会員
住結婚相談所 Enishell
茅ヶ崎市浜竹
代表　草間　裕美
https://enishell.jp/
TEL 080-4122-1715
業務　結婚サービス業
■賛助会員
東京IT会計法律専門学校横浜校
横浜市神奈川区台町
代表　根本　周太郎
https://www.yokohama-kaikeihoritsu.
ac.jp/
TEL 045-290-0035
業務　IT教育

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

技術委員会　先端技術研究会は6項目のテーマ（画像処理、ドローン、IoT 、AI、RPA、画像生成）
で幹事会社に運営いただき、テーマ毎に十数名の参加者で実施している。最新技術の開発環境構築か
らクラウドや無償ライブラリを有効に活用し全6回程度の中で今後生かせる技術習得を行っている。

技術委員会　先端技術研究会は6項目のテーマ（画像処理、ドローン、IoT 、AI、RPA、画像生成）
で幹事会社に運営いただき、テーマ毎に十数名の参加者で実施している。最新技術の開発環境構築か
らクラウドや無償ライブラリを有効に活用し全6回程度の中で今後生かせる技術習得を行っている。

画像処理 幹事会社：デジタルコム株式会社
主な環境

研究内容

OpenCV、Python

第 1 回 ～ 第 3 回 で 画 像 処 理 ラ イ ブ ラ リ
（OpenCV）の環境構築とAPIの調べ方、サンプルを紹
介。第4回では研究会メンバーの目標を発表した。今後は

成果に向けて作業をし、
適宜困った内容や解決方
法等を共有しながら作業
をしていく予定。最終回
には全員、何らかの成果
が出ることを期待！ 

IoT 幹事会社：ノックスデータ株式会社
主な環境

研究内容

Raspberry Pi、Python、Slack Web API

人感センサーやカメラなどのセンサー類を
Raspberry Piと接続し、Slackを用いて双方向にやり取り
を行う環境を構築しながら、IoTのエッセンスとアイデア

を研究する。子どもの見
守り装置や遠隔水やり装
置、遠隔リモコンなどの
アイデアが出され、各研
究員が思い思いの装置を
作成した。

RPA 幹事会社：株式会社データープロセスサービス
主な環境

研究内容

SikuliX、Pentaho(PDI)、MySQL、CentOS、Hinemos

OSSを組み合わせたRPAシステム開発を体験す
ることをテーマにしている。各自のPCで動作させるため

環境の違いで苦労してい
るが、研究会が終了して
も各自のPC環境は継続可
能なので、無駄な苦労で
はないと考えている。

AI 幹事会社：株式会社メビウス
主な環境

研究内容

OpenCV、Windows、Linux、Python、C#

インテルが作成したオープンソースの画像処理
ライブラリ『OpenCV』を使ってアプリケーションの制
作を行うことで機械学習
に触れ、身近なAI技術の
習得を目的とする。

画像生成 幹事会社：株式会社クラフトワーク
主な環境

研究内容

TensorFlow、Python

GAN：Generative Adversarial Networks 
（敵対的生成ネットワーク）をTensor Flow 上で利用
し、生成してみたい画像
を生成する。この研究を
行うことによりTensor 
Flowの利用方法、DNNの
体験をしてもらい、AI開
発の1例を学ぶ事を目的と
した研究を行った。

ドローン 幹事会社：株式会社アイネット
研究内容 ドローンを用いたビジネスモデルの検討を目的
とし研究を進めている。 
第1回、第2回でドローンの座学やビジネスモデルを勉強
しつつ、第3回では参加者が実際にドローンを操縦し、
データの取得を行い、以
降は参加者同士でグルー
プを作り、取得したデー
タをもとに、各社や各自
の強みを活かしてビジネ
スモデルを検討中です。


