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E Mail

jasa-kanto@jasa.or.jp

電話番号

03-5643-0211

FAX番号

03-5643-0212
〒103-0011
東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町6-7 住⻑第2ビル3階

住所
関東⽀部から
お知らせ

現在募集中

★⼺16.2.25 関東⽀部会議において、平成28年度事業計画案について紹介・確認がなされました。
★⼺16.2.25 平成28年度事業計画概要(案)を掲載(update)しました。
★ 新年に寄せて〜⽀部⻑ごあいさつ〜(2016.1.5)
★ JASA事務局（関東⽀部含む）は、移転いたしました。(2015.10.19) ⇒ 詳細
☆ 2015.4.1より東京⽀部は、関東⽀部へ名称を変更いたしました☆また、⽀部⻑も交代いたしました。新⽀部⻑ご
あいさつ
★⼺16.3.25 異業種交流 BBQパーティ in台場(2016.5.14⼟曜開催）参加者募集中!!
★関東⽀部では、年4回の例会にて会員企業『製品/サービス紹介』の場を設けております。現在、5⽉26⽇例会にて
ご紹介いただける企業募集中 ⇒ 詳細はこちら
★年4回の関東⽀部例会にて「新⼊会企業のご紹介」枠を設けております。現在、5⽉26⽇例会にてご紹介いただけ
る企業募集中 ⇒ 詳細はこちら
＊＊＊ 平成27年度事業計画 ＊＊＊
『ビジネスを創る/育てる公器となる』をビジョンに、以下の活動に注⼒する。
・ 政府/⾃治体情報の発信
・ 会員企業のビジネス機会創出
・ 会員企業の⼈材育成⽀援

［関東⽀部⻑］

下⼭

到

⽇本ノーベル
株式会社

1.企画運営ワーキンググループ
各事業の企画・運営の実施。

2.⽀部例会(5⽉)
平成26年度⽀部事業報告とセミナー開催及び関東⽀部会員の交流会を実施する。

3.⽀部例会(8⽉) 講演会・納涼会
セミナー開催及び、新⼊会員企業等による紹介プレゼンを実施したのち、交流会を開催する。

4.⽀部例会(12⽉) 講演会・忘年会
セミナー開催及び、新⼊会員企業等による紹介プレゼンを実施したのち、交流会を開催する。

5.⽀部会議(2⽉)
年度計画策定について⽀部会員へ策定・承認する会議を実施。また、講演会及び、交流会を実施し、会員企業同⼠の交流を
諮る。

6.フレッシャーズセミナー
会員企業をはじめとした組込みシステム企業を対象とした新⼈研修セミナー（⼀般教養と組込み関連）を実施する。

7.各種セミナー
経営幹部、幹部候補、若⼿社員、ITエンジニア等対象にコンピタンシー向上を⽬的とするセミナーを実施する。
(1) 「IT業界に必要とされる接遇セミナー（上級編）」(4⽉22⽇開催) 接遇セミナー詳細
(2) 「ビッグデータ利活⽤講座」 (10⽉21⽇開催)
(3) 幹部候補研修 「事業推進者のための価値づくり研修(dNPI2015)」 年10回・⼟曜開催

8.異業種交流会
ボーリング⼤会、懇親会等の企画を通じて会員企業と異業種の出会いの場づくりを⾏う。
・第1回開催⽇： 6⽉19⽇(⾦)
・第2回開催⽇： 11⽉ 13⽇(⾦)

異業種交流ボウリング⼤会 《終了》
異業種交流ボウリング⼤会 《終了》

9.企業等⾒学会
組込みシステムに関する最先端技術を⾒学し、また、会員間の交流の場を提供する。
7⽉3⽇ ⾒学会開催案内 《終了しました》
★ 平成27年度事業計画概要
★ 関東⽀部Mail News バックナンバー
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新⼊会企業
紹介資料

■2016.2.25例会■
・株式会社ロボテック (2016年1⽉⼊会) ＜正会員＞
・株式会社ウォンツ (2015年10⽉⼊会) ＜正会員＞
・株式会社アイテック (2016年1⽉⼊会) ＜正会員＞
・第⼀精⼯株式会社 (2015年6⽉⼊会) ＜正会員＞
■2015.12.4例会■
・アイ・サイナップ株式会社 (2015年10⽉⼊会) ＜正会員＞
■2015.8.27例会■
・匠ソリューションズ株式会社 (2015年6⽉⼊会） ＜正会員＞
・データテクノロジー株式会社 (2015年7⽉⼊会) ＜正会員＞
・ベクターソフトウェア・ジャパン (2015年10⽉⼊会予定) ＜正会員＞
■2015.5.28例会■
・TISソリューションリンク株式会社 （2015年4⽉⼊会） ＜正会員＞
・⾦沢エンジニアリングシステムズ （2015年6⽉⼊会） ＜正会員＞
・リネオソリューションズ株式会社 （2015年4⽉⼊会） ＜正会員＞
・パナソニック株式会社 ⼈材開発カンパニー （2015年4⽉⼊会） ＜賛助会員＞
★平成26年度例会における「新⼊会企業紹介」はこちら

製品/
サービス
紹介資料

■2016.2.25■
・株式会社富⼠通コンピュータテクノロジーズ
「視線検出システム EyeExpert」のご紹介
「TechShop」のご紹介
・ガイオ・テクノロジー株式会社
「モジュール単体テスト 代⾏検証サービス」のご紹介
■2015.12.4例会■
・株式会社メタテクノ
低コストで実現 〜μITRONからLinuxへのOS移植のご紹介〜
・TDIプロダクトソリューション株式会社
農業向け遠隔監視制御システムのご紹介 〜Wireless sensor system for Agriculture〜
・⽇本⽣命保険相互会社 （あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）
親介護⼀時⾦補償特約のご紹介（チラシ）（ご提案）
・損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社
サイバーリスクに関する保険のご案内
■2015.8.27例会■
・株式会社iTest
[SVN for PRO.] Professionalな派⽣機種管理ツール
■2014.8.28例会■
・株式会社ギガ
ネットワークフォレンジックソリューション「ネットワーク監視カメラセット」の紹介

例会講演
資料

■2016.2.25例会■
・「価値創造の仕組み 〜IoTで何を創りだすか〜」
オムロン(株)京阪奈イノベーションセンタ ⽵林 ⼀ ⽒
・「平成28年度東京都中⼩企業施策のトピックス」
東京都中⼩企業振興公社 清⽔ 郁男 ⽒
・「経済産業省の情報関連施策等について」
経済産業省関東経済産業局 久世 尚史 ⽒
・「未来科学プロジェクト 〜概要と⽬指す⼈材像〜」参加のお願い
東京電機⼤学未来科学部教授 ロボット・メカトロニクス学科 汐⽉ 哲夫 ⽒
*平成28年度未来科学プロジェクトA・Bサポータの募集について（学外⽤）
*平成28年度未来科学プロジェクトA・Ｂ実施要領(案)
■2015.12.4例会■
・「IoT社会を⽀えけるフロント技術 〜IoT向け組込みシステムの紹介〜」（配布資料なし）
(株)富⼠通研究所 ⽯原 輝雄 ⽒
⇒ 当⽇、デモを実施したビーコン技術が、プレス発表(15.12.7)されました
・「IPAの活動紹介 〜情報セキュリティを中⼼として〜」
情報処理推進機構(IPA) ⽥中 久也 ⽒
《別添資料》
(1) 情報セキュリティマネジメント試験
(2) 職場の情報セキュリティ管理者のための スキルアップガイド
(3) サイバーセキュリティ⼈材を育てる セキュリティ・キャンプ
(4) セキュリティ・キャンプ実施協議会 ⼊会のご案内
(5) 夢をカタチにする場所、それが「未踏」です
(6) IT⼈材⽩書2015(パンフ)
■2015.8.27例会■
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・「IoT市場の創造、ベンチャー精神とエコシステムの重要性」 インテル(株) 永井 寿 ⽒
・「中⼩企業向け海外展開知財⽀援策」 関東経済産業局 ⻄村 純⼀ ⽒
・「2015版 中⼩企業⽩書の概要」 中⼩企業庁 伊奈 友⼦ ⽒
■2015.5.28例会■
・IoT技術研究会キックオフ記念講演
「組込み技術が⽀えるIoT(Internet of Things)」株式会社東芝 光井 隆浩 ⽒
⇒ スキルマネージメント協会(SMA)hpに類似資料あり
「IoT技術研究会の設⽴に向けて 〜現状の理解〜」キャッツ株式会社 ⽵⽥ 彰彦 ⽒
⇒ IoT技術研究会では、参加メンバーを募集しております。詳細はこちら
・「課題解決のためのデザイン論 ―新規事業の創成のために―」
DFXインスティチュート 河井 研介 ⽒
【ポリテクセンター紹介】
・「⾼度ポリテクセンターが実施する⼈材育成」 ⾼度ポリテクセンター 村岡 敦 ⽒
・「ポリテクセンター関東が実施する⼈材育成」 ポリテクセンター関東 松浦 康裕 ⽒
★平成26年度例会における「講演会⼀覧」はこちら
会員企業
短信
*事務所移転、雑誌・新聞
掲載記事等情報をお寄せ
ください。
関連機関から
のお知らせ

【本社移転】 株式会社エンベックス (2015.11）
【商号変更】エプソンアヴァシス株式会社 （2015.7.1）
【本社移転】テクマトリックス株式会社 (2015.5.7〜)
【本社移転】CQ出版株式会社 （2015.5.7〜）

←アヴァシス株式会社

★2016.02 ポリテクセンター関東
「能⼒開発セミナー研修コースガイド2016年度版(4⽉〜9⽉)」
★2016.02 ⾼度ポリテクセンター
「2016 能⼒開発セミナー コースガイド(2016年4〜2017年3⽉)」
★2016.1.21 経済産業省
地域企業⼈材共同育成事業・事例発表セミナー
「地域の未来を担う⼈材育成のしくみ」
広島会場(2/5)、仙台会場(2/16)、⼤阪会場(2/24)、東京会場(2/25)
★2015.12.28 経済産業省・情報処理推進機構(IPA)
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」策定
〜巧妙化するサイバー攻撃から企業を守るため、ぜひご⼀読ください〜
★⼺2015.12.24 厚⽣労働省職業能⼒開発局 キャリア形成⽀援課
「ジョブ・カード制度総合サイト」開設
★⼺2015.12.21 東京都中⼩企業振興公社タイ事務所を開設しました。

補助⾦助成⾦委託費関連
リンク

◆関東経済産業局
◆中⼩企業庁
★中⼩企業庁は、中⼩企業・⼩規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を開設しています。（ミラサ
ポのメールマガジンに登録して最新の補助⾦情報や経営に役⽴つ⽀援情報をゲットしよう）
◆厚⽣労働省
◆東京都中⼩企業振興公社◆千葉県産業振興センター◆神奈川産業振興センター◆埼⽟県産業振興公社◆栃⽊県産
業振興センター◆群⾺県産業⽀援機構◆茨城県中⼩企業振興公社◆⻑野県中⼩企業振興センター◆にいがた産業創
造機構◆⽯川県産業創出⽀援機構
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