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［JASA界隈map］

★4⽉18⽇（⽔）開催・⼈材育成セミナー「リフレクティブ・プロジェクトマネジメント」参加募集開始(3/19)
★第195回理事会において、平成30年度事業計画予算が承認されました(3/15)
⇒⼀覧ページへ

★⼈材育成セミナー「リフレクティブ・プロジェクトマネジメント」【開催⽇：4⽉18⽇（⽔）】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』および、『新⼊会企業のご紹介』の場を設けてお
ります。次回、5⽉24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

会員間情報
共有ページ

関東⽀部
メルマガ

★［新⼊会企業のご紹介］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
★ 関東⽀部会員向け 平成29年度Mail News バックナンバー
★ 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29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

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
［関東⽀部⻑］

松本 栄志
第⼀精⼯株式会社

[新任あいさつ]

２．⽀部例会
2-1．⽀部例会（５⽉）

＜終了＞

平成28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

2-2. ⽀部例会（８⽉）

＜終了＞

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

2-3．⽀部例会（１２⽉）

＜終了＞

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

2-4. ⽀部例会（２⽉）

http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/h29/

＜終了＞
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次年度事業計画承認についての会議実施 ［⽀部⻑説明資料］
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

３．フレッシャーズセミナー (4⽉5⽇、6⽇) ＜終了＞
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）

４．⼈材育成セミナー関連
4-1． 各種セミナーの実施 （年2回）
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為のセミナーを実施する
[第1回]「仕事の伝承⼒研修」4⽉19⽇(⽔) 9:00〜17:30 ＜終了＞
＊アンケート結果
[第2回]「SEコミュニケーションスキル基礎」（1⽇コース） 10⽉18⽇(⽔) 9:00〜17:30
＊アンケート結果

4-2．次世代⼈財の育成

＊講師所⾒

＜セミナーテーマ変更しました＞

多くの企業課題である⼈材の採⽤、育成をテーマにしたセミナーを数回にわたり実施する

●第１回：「採⽤⼒強化セミナー」

9⽉26⽇(⽕) 15:00〜17:00 ＜終了＞

５．異業種交流会 （年1回） <終了>
各種企画を通じて、会員企業、関連団体、また異業種との交流の機会を創る
●イベント名：「異業種交流BBQ Party in 台場」
●開催⽇：6⽉3⽇（⼟）11:40〜14:15
６．企業等⾒学会 （年1回）
施設⾒学をはじめとした最先端技術の⾒学。また、会員間の交流の場を提供する
●9⽉11⽇(⽉)開催 「マイクロ波研究棟」⾒学（&講演・交流会）

＜終了＞

７．会員間情報共有メーリングリスト
JASA会員間および関東⽀部事務局からの情報提供を⾏う

８．JASA活
JASA会員企業の若⼿メンバー交流機会
・会員企業の会社紹介、製品紹介
・会員企業同⼠の情報交換（採⽤関連含めて）
・商談（協業の打ち合わせ）

９．JASAハッカソン
若⼿メンバーの経験値アップの機会
テーマを設定し、チームで集中して⼀⽇から複数⽇で成果物を作成し発表する
★ 平成29年度事業計画概要
★ ⽀部規定 (平成27年6⽉18⽇改定)

新⼊会企業
紹介資料

■2017.12.8例会■
・NextDrive株式会社 (2017年5⽉⼊会) ＜正会員＞
・HISホールディングス株式会社 (2017年3⽉⼊会) ＜正会員＞
・体験設計⽀援コンソーシアム（CXDS） (2017年6⽉⼊会) ＜賛助会員＞
・⾨⽥ 浩 様（2017年9⽉⼊会）＜個⼈会員＞
■2017.8.24例会■
・ソーバル株式会社 (2017年6⽉⼊会) ＜正会員＞
■2017.5.25例会■
・グローバルイノベーションコンサルティング株式会社 (2017年4⽉⼊会) ＜正会員＞
・ニューソン株式会社 (2017年4⽉⼊会) ＜正会員＞
・パーソルテクノロジースタッフ株式会社 (2017年4⽉⼊会) ＜賛助会員＞
・富⼠ファイルデバイス株式会社 (2017年6⽉⼊会予定) ＜正会員＞
＊JASAに⼊会し、JASAおよび、関東⽀部事業に参加されませんか
※詳細は、お問合せください
＊「新⼊会員紹介」発表企業募集中 ☆関東⽀部以外の会員企業も歓迎です♪
★平成26年度〜28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

☆発表企業募集中（平成30年度予定：5/24、8/23、12/7、H31 2/21）
＊詳細はこちら
■2017.8.24例会■
・株式会社DTSインサイト
派⽣開発にフォーカスしたソフトウエア構造分析ツール
「Re:Zolver（リゾルバー）」製品紹介

http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/h29/
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★平成26年度〜28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

■2018.2.22例会■
・「⼈⼯衛星等によるリモートセンシングデータの産業利⽤への取組み」
(⼀財)リモート・センシング技術センター(RESTEC) 研究開発部⻑ ⼭本 彩 ⽒
・「ビジネスマッチング商談会について」
(公財)東京都中⼩企業振興公社 総合⽀援部 取引振興課 経営⽀援係⻑ 平⽥ 光成 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 ⼩林 宏光 ⽒
・「専⾨学校新卒採⽤の現状と採⽤⼿法 〜新卒採⽤難における、専⾨学校⽣採⽤のキーポイント〜」
(株)ビーアライブ 代表取締役 ⽶澤 豊 ⽒
*配布資料：・［スキルシート］・［専⾨学校事例集］ ・情報系専⾨学⽣限定の就職サイト［SENMON!］
*Web紹介：［SENMON!］ ［専⾨学校と経営］
■2017.12.8例会■
・「IoT時代を切り開くwearableデバイスの具現化を⽬指して」 ＜配布資料なし＞
関⻄⼤学 システム理⼯学部 学部⻑ 教授 ⽥實 佳郎 ⽒
・「新世代家庭⽤ロボット”LOVOT”コンセプト」
＜配布資料なし＞
GROOVE X 株式会社 代表取締役 林 要 ⽒
・2017年度「組込みソフトウェア開発データ⽩書」のご紹介
〜組込み製品の特性で変わる⽣産性・信頼性の指標〜
(独)情報処理推進機構 技術本部 SEC 研究員 松⽥ 充弘 ⽒
■2017.8.24例会■
・「⼆ッチビジネスは⾒つけるものではなく、築き上げるもの」
富⼠ファイルデバイス株式会社 代表取締役社⻑ ⼭﨑 浩⼆ ⽒
・「中⼩企業世界発信プロジェクト2020概要及び、ビジネスチャンスナビ2020について」［リーフレット］
東京都中⼩企業振興公社 事業戦略部 世界発信プロジェクト事務局 主任 磯 譲⼆ ⽒
・「九都県市合同商談会及び、ビジネスマッチング in 東京について」
東京都中⼩企業振興公社 総合⽀援部 取引振興課 経営⽀援係⻑ 平⽥ 光成 ⽒
・「次世代⼈財の育成 〜⼈財の確保から⼈財開発について〜」
株式会社エンベックスエデュケーション 事業推進室 HRコンサルタント 伊藤 将⼈ ⽒ ＜配布資料なし＞
■2017.5.25例会■
・「事業と⼈材の⾒える化で、戦略的な事業展開と⼈材育成・配置〜iコンピテンシ・ディクショナリ(iCD)導⼊⽀援
〜」 株式会社メタテクノ 執⾏役員 武⽥ 昌弘 ⽒
「iコンピテンシ・ディクショナリ(iCD)とJASAのiCD導⼊⽀援」 JASA⼈材育成事業本部 キャリア活⽤委員会
・「なぜ経済産業省を退官して電気⾃動⾞ベンチャーを起業したのか？」
株式会社rimOnO 代表取締役社⻑/CEO 伊藤 慎介 ⽒ ＊発表資料のHPアップ無
・「I・TOP横浜 (IoTオープンイノベーション・パートナーズ) 〜オープンイノベーションによる新たなビジネス創出
〜」 横浜市経済局 成⻑戦略推進部 産業⽴地調整課(IoT等)担当課⻑ ⽴⽯ 建 ⽒
★「I・TOP横浜」キックオフイベント（6/20開催）
・「経済産業省のIoT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 情報政策課⻑ 濱⽥ 豊 ⽒
★平成26年度〜28年度例会における「講演会⼀覧」はこちら

☆【社名変更】2018.4.1〜 NTTテクノクロスサービス株式会社 ←エヌ・ティ・ティ・ソフトサービス(株)
☆【社名改称・事務所移転】2017.11.27〜 株式会社ＤＫＨ ←(株)ディケイエイチ
☆【東京本社移転】2017.10.10〜 ⽇本システム開発株式会社
*事務所移転、プレスリ ☆【事務所移転】2017.8.28〜 ⼀般社団法⼈情報サービス産業協会(JISA)
☆【本社移転】2017.8.7〜 ⽇経BP社
リース等情報をお寄せく ☆【事務所移転】2017.7.3〜 ⼀般財団法⼈ソフトウェア情報センター(SOFTIC)
☆【社名変更】2017.6.27 株式会社NTTデータ ニューソン ←ニューソン(株)
ださい。
☆【本社移転】2017.5.15〜 株式会社エクスモーション
☆【合併・商号変更】2017.4.1〜 株式会社DTSインサイト ←横河ディジタルコンピュータ(株)
☆【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】2017.3.16〜 インサイトワン
・
★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)
会員企業
短信

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

★情報処理推進機構(IPA)「情報セキュリティ5か条」に沿った新しい学習コースを「5分でできる！情報セキュリティ
ポイント学習」で公開しました (3/30)
★関東経済産業局 平成30年度第2回戦略的基盤技術⾼度化⽀援事業（サポイン事業）公募説明会・個別相談会を開
催 (3/29)
★情報処理推進機構(IPA)「サイバーレスキュー隊（J-CRAT）技術レポート2017」を公開 (3/29)
★情報処理推進機構(IPA)「2017年度組込みソフトウェア産業の動向把握等に関する調査結果」を公開(3/29)
★情報処理推進機構(IPA)「はじめてのSTAMP/STPA（活⽤編） 〜システム思考で考えるこれからの安全〜」(3/28)
★東京都⽴産業技術研究センター(TIRI)「平成30年度東京都異業種交流グループ」参加募集 (3/26)
★中⼩企業庁「戦略的基盤技術⾼度化⽀援事業（サポイン事業）」の公募のお知らせ(3/16)
★東京都中⼩企業振興公社 平成30年度 第1回「ビジネスマッチング in 東京」《受注側》参加企業のご案内 (3/14)
★中⼩企業庁 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営⼒⽀援補助⾦」の公募開始(2/28)
★情報処理推進機構(IPA) 改訂版「中⼩企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」に沿った、「5分でできる！情報
セキュリティポイント学習」新版を公開(2/22)
★情報処理推進機構(IPA)「組込みソフトウェア開発向けコーディング作法ガイドESCR[C⾔語版]」を改訂 〜セキュ
アコーディングへの対応を追加〜 (2/15)
★関東経済産業局「中⼩企業IoTフォーラム〜IoTを活⽤したビジネス変⾰に向けて〜」3⽉6⽇開催(2/8)
★東京都中⼩企業振興公社「平成30年度 第1回ビジネスマッチング in東京（5⽉23⽇開催）」のご案内(2/7)
★東京都⽴産業技術研究センター(TIRI)「平成30年度（第1回）共同研究募集」(2/1)
★情報処理推進機構(IPA)「情報セキュリティ10⼤脅威2018」の順位を発表(1/30)
★東京都中⼩企業振興公社 平成30年度都内中⼩企業向け助成事業説明会のご案内(1/29)
★関東経済産業局 ロボットシステムインテグレータ(ロボットSIer)の現状に関する調査結果を取りまとめました
(1/15)
★情報処理推進機構(IPA) 年末年始における情報セキュリティに関する注意喚起(12/21)
★東京都⽴産業技術研究センター 「東京都IoT研究会」参加者募集・申込のご案内(11/22)
★情報処理推進機構(IPA) 「組込みソフトウェアに関する動向調査」アンケートへのご協⼒のお願い(11/21)
★情報処理推進機構(IPA) 「組込みソフトウェア開発データ⽩書2017」を発⾏ (11/14)
★情報処理推進機構(IPA) ランサムウェア対策に関する特設ページを公開しました (10/18)
⼀覧ページへ

http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/h29/

3/4

⼀般社団法⼈ 組込みシステム技術協会 | 関東⽀部（平成29年度）

2019/3/11

関連機関リンク
（刊⾏物）

◆経済産業省（広報誌「METI Journal」）
・特許庁（広報誌「とっきょ」）
・中⼩企業庁
・関東経済産業局（電⼦広報誌「いっとじゅっけん」）
◆独⽴⾏政法⼈ 情報処理推進機構(IPA)（広報誌「IPA NEWS」）
◆地⽅⾏政法⼈ 東京都⽴産業技術研究センター（技術情報誌「TIRI News」）
◆⾸都圏テクノナレッジ・フリーウェイ(TKF) ＜⾸都圏・公設試験研究機関の情報ポータルサイト＞
◆公益財団法⼈ 東京都中⼩企業振興公社（広報誌「アーガス」）
◆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」
◆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)」
◆中⼩企業⼤学校東京校

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
◆横浜市経済局◆川崎市◆相模原市◆千葉市◆さいたま市
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