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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 住⻑第⼆ビル3階

住所
関東⽀部から
お知らせ

★170327 平成28年度関東⽀部事業報告書
これを以って、第191回理事会(5/18)に諮らせていただきます
尚、予算実績報告書は、決算後報告させていただきます
★170324 第190回理事会において
・平成29年度事業計画・予算が承認されました
・松本栄志⽒（第⼀精⼯）が関東⽀部⻑就任が承認されました
★170105 新年に寄せて〜⽀部⻑あいさつ〜
☆161130 ET2017&IoT Technology 2017 出展先⾏予約のご案内
＜先⾏予約締切：2017年2⽉28⽇(⽕)＞
☆161130 ET2016&IoT Technology 2016 ~多数ご来場ありがとうございました~
経済産業省 情報処理振興課⻑ 滝澤 豪 ⽒資料アップされました。
［S-1］組込システム産業の課題と政策展開について
☆161122 平成29年度 JASAフレッシャーズセミナー(4/5〜6) ＜締切ました＞
★161004 JASAキャラクター「クミコ・ミライ」利⽤のガイドライン（会員限定）
★160701 JASA事務局⻑が奥村哲彦に交代しました
★160610 新⼊会企業のご紹介ページを新設しました
★16.6.9 ［JASA会員間情報共有］ページを新設しました
★16.6.9 JASA会員間情報共有メーリングリスト(ML)の新設について
⇒⼀覧ページへ

現在募集中

★ 「仕事の伝承⼒研修」（4⽉19⽇(⽔)開催）受講者募集中 ⇒ 詳細・申込
★ 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』および、『新⼊会企業のご紹介』の場を設けてお
ります。現在、5⽉25⽇例会にてご紹介いただける企業を募集中です。（関東⽀部会員外の企業も発表いただけます
♪）
＊既会員企業（製品・サービス・企業PR・協業依頼・その他）⇒ 詳細はこちら
＊新⼊会企業PR⇒ 詳細はこちら
★ 関東⽀部企画運営WGのメンバーを随時募集しております。
先ずは⽉1回開催のWG会議にオブザーバー参加されませんか。⇒詳細はこちら

会員間情報

★［新⼊会企業のご紹介］ページ

共有ページ

★［JASA会員間情報共有］ページ
★［JASA会員間情報共有メルマガ］バックナンバー
★ JASA会員間情報共有MLの登録について ⇒詳細はこちら

関東⽀部
メルマガ

★ 関東⽀部会員向け 平成28年度 Mail News バックナンバー
★ 関東⽀部会員向け 平成27年度 Mail News バックナンバー
＊＊＊ 平成28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 ＊メンバー随時募集中!
各事業の企画・運営の実施。

2.⽀部例会(5⽉)

＜終了しました＞

平成27年度⽀部事業報告(案)・予算実績表(案)確認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

＜終了しました＞

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
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/h28/

＜終了しました＞
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次年度計画策定について説明を実施。
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)
次年度事業計画承認についての会議実施。
セミナー開催及び、新⼊会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。

6.フレッシャーズセミナー (4⽉5⽇、6⽇) ＜終了しました＞
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。
＊アンケート結果：⼀般教養（1⽇⽬・2⽇⽬午前）、座学（2⽇⽬午後）

7.各種セミナー
新事業創造、リーダーシップ、接遇などコンピタンシー向上のためのセミナーを実施する。
(1) 「ITエンジニアのためのビジネス⽂書」 (4⽉20⽇) ＜終了しました＞
＊アンケート結果：参加者、講師所感
(2) 「クラウドとIoTの最新動向 ―シリコンバレーの破壊的イノベーション―」 (9⽉6⽇)

講師：⼭⾕正⼰ ⽒／Just Skill, Inc.

(San Jose, CA, USA) ＜終了しました＞
＊配布資料

＊付録

＊Just Skill社企画・シリコンバレー&サンフランシスコ 「IoT調査コース」 （2016/10/18(⽕)〜10/24(⽉)：5泊7⽇）
＊アンケート結果

8.異業種交流会
BBQ⼤会、ボーリング⼤会等の企画を通じて会員企業、異業種間の出会いの場づくりを⾏う。
・第1回開催予定⽇： 5⽉14⽇(⼟)

異業種交流BBQ Party in 台場 ＜終了しました＞

・第2回開催予定⽇： 10⽉15⽇(⼟) 異業種交流BBQ Party in 台場 ＜終了しました＞

9.企業等⾒学会

＜終了しました＞

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。（9⽉9⽇ 開催）
★ 平成28年度事業計画概要
★ 平成28年度事業報告書

★ ⽀部規定(平成26年6⽉18⽇改定)

新⼊会企業
紹介資料

■2016.12.2例会■
・株式会社ディケイエイチ (2017年1⽉⼊会）
■2016.8.25例会■
・アートシステム株式会社 (2016年4⽉⼊会）

＜正会員＞
＜正会員＞

・株式会社コンセプトアンドデザイン (2016年7⽉⼊会) ＜正会員＞
・株式会社エンベックスエデュケーション (2016年10⽉⼊会) ＜正会員＞
・株式会社データ・テクノ (2016年7⽉⼊会) ＜正会員＞
・株式会社イーテクノロジー (2016年7⽉⼊会) ＜正会員＞
・株式会社シントーク (2015年7⽉⼊会） ＜正会員＞
■2016.5.26例会■
・T4U株式会社 （2016年4⽉⼊会） ＜正会員＞
・ダイナコムウェア株式会社 （2016年6⽉⼊会） ＜正会員＞
・尾⾕組込みソフトウエアサポート （2016年６⽉⼊会） ＜個⼈会員＞
・株式会社ハイスポット (2016年6⽉⼊会） ＜正会員＞
＊「新⼊会員紹介」発表企業募集中
★平成26年度・27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

■2017.2.23例会■
・株式会社コア
「マルチプラットフォームシングルボード（GR-PEACH）」のご紹介 *関連HP
・ＩＡＲシステムズ株式会社
「会社紹介および、製品紹介」
・損保ジャパン⽇本興亜 （代理店：CSAホールディングス）
JASAグループ保険の商品紹介
「所得補償制度」、「業務災害補償制度」、「サイバー保険」、「BCP地震補償保険」
■2016.12.2例会■
・Ｔ４Ｕ株式会社
「新しい認証システム Vein Identiﬁcation Platform(VIP)の紹介」
（フライヤー）
■2016.8.25例会■
・「JASAグループ保険のポイント」 第⼀⽣命保険株式会社
＊会員企業における製品&サービス紹介」発表企業募集中

http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/h28/
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★平成26年度・27年度例会における
「会員企業における製品&サービス紹介」⼀覧はこちら
例会講演
資料

■2017.2.23例会■
・「エネルギーハーべスティングの最新動向と課題、ビジネスチャンス」（*会員専⽤サイト＞ データArchives に掲
載しております）
エネルギーハーべスティングコンソーシアム 事務局／(株)NTTデータ経営研究所
社会・環境戦略コンサルティングユニット シニアマネージャー ⽵内 敬冶 ⽒
・「平成29年度東京都中⼩企業施策のトピックス」 *Web掲載なし*関連HP⇒ 「平成29年度 助成事業体系」、「平
成29年度 助成事業⼀覧」、「中⼩企業サポートガイド」
東京都中⼩企業振興公社 総合⽀援部 総合⽀援課⻑ 清⽔ 郁男 ⽒
・「公社のBCP策定⽀援事業について」 *Web掲載なし
東京都中⼩企業振興公社 総合⽀援部 総合⽀援課 総合⽀援係⻑ 酒井 康秀 ⽒
■2016.12.2例会■
・ 「ものづくりスタイル ―新しく何かをはじめたいあなたに―」
第⼀精⼯株式会社 アイペックス事業部 松本 栄志 ⽒
・「ビジネスモデルから読み解く破壊的構造」 *資料HPアップなし
株式会社コンサラート 中⼩企業診断⼠/経営コンサルタント 中⾼ 英明 ⽒
■2016.8.25例会■
・”破壊的イノベーション”「組込み業界におけるSociety5.0の勝敗」 *配布資料なし
株式会社⽇⽴産業制御ソリューションズ 常務取締役 武部 桂史 ⽒
・「英国のICT市場 ―JASAメンバーのためのビジネス機会―」
駐⽇英国⼤使館 貿易・対英投資部 テクノロジースペシャリスト コリン メーソン ⽒
・「経済産業省の情報関連施策について」
経済産業省関東経済産業局 地域経済部 情報政策課 課⻑補佐 三枝 徳⾏ ⽒
■2016.5.26例会■
・「30周年JASAと私」 JASA専務理事 ⾨⽥ 浩 *配布資料はありません
・「⾃動運転と⾼性能・組込みコンピューティング技術」
東京⼤学⼤学院情報理⼯学系研究科 准教授 加藤 真平 ⽒
・「時代に沿った、リスクのない業務改⾰に向けて
〜i コンピテンシ ディクショナリのご紹介〜」
IPA IT⼈材育成本部 HRDイニシアティブセンター 調査役 遠藤 修 ⽒
CSAJ iコンピテンシディクショナリ研究会 主査／(株)インフォテック・サーブ 代表取締役 ⽊⽥ 徳彦 ⽒
★平成26年度・27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、プレスリ
リース等情報をお寄せく
ださい。

関連機関から
のお知らせ
＊併せて
[会員間情報共有ペー
ジ] も
ご覧ください

★【事業統合・新会社商号】2017.4.1〜 (株)トーメン エレクトロニクス・豊通エレクトロニクス(株)→株式会社ネク
スティエレクトロニクスへ
★【合併・商号変更】2017.4.1〜 横河ディジタルコンピュータ(株)・アートシステム(株) → 株式会社DTSインサイト
へ
★【本社移転】2017.3.21〜 オープンテクノロジー株式会社
★【本社移転】2017.3.6〜 株式会社インサイトワン
☆【法⼈事業統合・新会社設⽴(2016.4.1)および、新社屋への移転】(2016.4.18)
株式会社JTBコミュニケーションデザイン ←(株)ICSコンベンションデザイン
★
★組込み技術関連プレスリリースはこちらをご覧ください (E.I.S webが開きます)
★2017.2.20 ⾼度ポリテクセンター
「能⼒開発セミナーコースガイド 2017年4⽉1⽇〜3⽉31⽇」
★2017.2.7 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2017年度版（4⽉〜9⽉）」
★2017.2.1 中⼩企業⼤学校東京校 「研修ガイド2017（速報版）」
*「研修ガイド2017」冊⼦も発⾏されております。送付希望の⽅は、E-mail、TEL等にてJASA関東⽀部担当までお知
らせください。
★2017.1.18 東京都中⼩企業振興公社
海外展開を⽬指す都内中⼩企業のための「海外ワンストップ相談」
★2016.12.12 情報処理推進機構(IPA)
「中⼩企業の情報セキュリティ対策ガイドライン(第2版)」公開されました★2016.10.19 経済産業省 平成28年度第2
次補正予算が成⽴
★東京都中⼩企業振興公社 モノづくり企業をはじめとした中⼩企業の⽅々のための広報誌「アーガス21」最新号がご
覧いただけます
★東京都⽴産業技術研究センター 技術情報誌「TIRI NEWS」最新号がご覧いただけます
★経済産業省 広報誌「METI Journal」刊⾏分がご覧いただけます
★2016.08.17 東京都
中⼩企業サイバーセキュリティ相談窓⼝開設
東京都では、都内中⼩企業者等を対象に、サイバーセキュリティ対策の強化や情報流出事案等に関する相談をお受け
します。相談内容により、警視庁、中⼿お企業⽀援機関、サイバーセキュリティ対策機関等と連携し対応しますの
で、お気軽にご相談ください。
★2016.0720 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(10⽉〜3⽉）」
★2016.04.27 情報処理推進機構(IPA) 「IT⼈材⽩書2016」リリース
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★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)」
補助⾦助成⾦委託費関連 ◆関東経済産業局
リンク
◆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すると最新の補助⾦情報や経営に役⽴つ⽀援情報が届きます）
◆厚⽣労働省
◆東京都⽴産業技術研究センター
◆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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