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JASA関東⽀部 新⼊会企業のご紹介
新しくJASA関東⽀部にご⼊会いただいた企業です
★JASAへ⼊会を検討いただいている企業につきましては、詳細をご説明させていただきますので、お問合せくだささい。
★平成30年3⽉15⽇⼊会
株式会社アイ・エス・ビー

【正会員】
事業内容

ソフトウェア開発事業、システム構築コンサルティング事業
システムオペレーションサービス事業

問合先

（所在地：東京都品川区⼤崎）
TEL: 03-3490-1761
JASA関東⽀部例会（H30 5/24）にて企業紹介予定

備考

アイビーシー株式会社

【正会員】
事業内容
問合先

ネットワークシステム性能監視ツールの開発・販売
（所在地：東京都中央区新川）
TEL: 03-5117-2780
JASA関東⽀部例会（H30 5/24）にて企業紹介予定

備考

トロンフォーラム

【賛助会員】
事業内容

(1) トロンプロジェクト創設者・坂村健が提唱する組込み型リアルタイムシステムおよびユビキタスID技術等のトロン
プロジェクトの研究開発、標準化、普及啓発活動、関係機関との連絡調整を実施すること
(2) トロンプロジェクトに関連する技術を⽤いたユビキタス・コンピューティング環境を構築すること
(3) ユビキタスIDセンターの活動を⾏うこと
（所在地：東京都品川区⻄五反⽥）

問合先

TEL: 03-5437-0572
備考

棈⽊ 順⼀ ⽒（ABEKIコンサルティング事務所）

【個⼈会員】

*棈は、「⽊⻘」
事業内容

*HP: http://www.abeki-oﬃce.com

（準備中）

組込み機器のソフト、ハード、システムの全般にわたって設計・開発・企画の業務経験があるコンサルタントです。
IoT/M2M、VR、情報セキュリティを得意分野とし、新製品・新サービスの開発や⽣産性向上のための業務改⾰を⽀援
します。
保有資格：中⼩企業診断⼠ 情報処理安全確保⽀援⼠ IoTプロフェッショナル・コーディネータ

問合先

（所在地：神奈川県茅ケ崎市）
E-mail: contact＠abeki-oﬃce.com

（＠を⼩⽂字に変更してください）

JASA関東⽀部例会（H30 5/24）にて事業紹介予定

備考

★平成29年12⽉7⽇⼊会
【正会員】
事業内容

株式会社チェンジビジョン
UML,SysML,GSNなどのモデリングツールの開発、導⼊、教育、販売および、これらを⽤いたお客様ビジネスの⽀援
（受託開発など）

http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/new-members/?preview_id=4760&preview_nonce=baff07c286&preview=true
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問合先

（所在地：東京都千代⽥区神⽥須⽥町）
TEL: 03-3255-0250
JASA関東⽀部例会（H30 5/24）にて企業紹介予定

備考

早稲⽥⼤学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所 所⻑

【学術会員】
事業内容
問合先

鷲崎 弘宜 教授

研究、教育、社会貢献
（所在地：東京都新宿区⼤久保）
TEL: 03-5286-3212

備考

★平成29年6⽉22⽇⼊会
【正会員】
事業内容
問合先
備考

【正会員】
事業内容
問合先

ソーバル株式会社
エンジニアリング事業
（所在地：東京都品川区北品川）
TEL: 03-6409-6131
お問合せ⼀覧
JASA関東⽀部例会（8/24）にて企業紹介いただきました

CICホールディングス株式会社
システムコンサルティングおよび、不動産売買・管理、関連会社の管理
（所在地：東京都渋⾕区道⽞坂）
TEL: 03-3496-1826

備考

【賛助会員】
事業内容
問合先
備考

体験設計⽀援コンソーシアム （CXDS)
体験設計の研究と実践を啓蒙し、中⼩企業における体験設計の協業ビジネス⽀援
（所在地：横浜市港北区新横浜）
TEL: 045-475-3903
JASA関東⽀部例会（12/8）にて紹介いただきました

★平成29年5⽉⼊会
【賛助会員】
事業内容
問合先

⼀般社団法⼈ICT CONNECT21
教育の情報化の推進
（所在地：東京都港区⾚坂）
TEL: 03-6277-7890 E-mail: info＠ictconnect21.jp

（＠を⼩⽂字にしてください）

備考

【正会員】
事業内容
問合先
備考

【正会員】

NextDrive株式会社
・IoTゲートウェイ、センサーデバイス、カメラ、ハイレゾ⾳楽⽤デバイス設計、製造、販売
（所在地：東京都港区六本⽊）
TEL: 03-5786-3257
JASA関東⽀部例会（12/8）にて企業紹介いただきました

富⼠ファイルデバイス株式会社

http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/new-members/?preview_id=4760&preview_nonce=baff07c286&preview=true
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事業内容

問合先
備考

・Asset Recovery Service
・HDD・LCD・インターフェース変換
・HDD販売
・HDDデータ消去 等
（所在地：⻑野県上⽥市）
TEL: 0268-75-2356
JASA関東⽀部例会（5/25）にて企業紹介いただきました

★平成29年4⽉⼊会
【正会員】
事業内容

グローバルイノベーションコンサルティング株式会社
・海外進出コンサルティング
・バイリンガルITエンジニア派遣
・Oﬀshore開発

問合先
備考

【正会員】
事業内容

問合先
備考

【賛助会員】
事業内容

問合先
備考

【正会員】
事業内容

問合先

（所在地：東京都墨⽥区緑）
TEL: 03-5600-8880
JASA関東⽀部例会（5/25）にて企業紹介いただきました

株式会社NTTデータ ニューソン
・システム開発全般
・組込ソフトウェア開発
・パッケージソリューション
・システム運⽤
・7つのソリューション推進（モバイル、BPM、ビッグデータ、IoT 、クラウド、ERP&EC、開発⽀援）
（所在地：東京都港区⾚坂）
TEL: 03-5545-8631
JASA関東⽀部例会（5/25）にて企業紹介いただきました
（ニューソン(株)より(株)NTTデータ ニューソンに社名変更いたしました）

パーソルテクノロジースタッフ株式会社
・ITエンジニア派遣、ものづくりエンジニア派遣
・IT・ものづくりに関する受託
・家事⽀援事業
（所在地：東京都新宿区⻄新宿）
TEL: 03-6370-6840
JASA関東⽀部例会（5/25）にて企業紹介いただきました

ドローンワークス株式会社
・⼩型無⼈航空機の設計・製造・販売
・⼩型無⼈航空機⽤装置の設計・製造・販売
・⼩型無⼈航空機開発・運⽤に関する教育
・⼩型無⼈航空機の保守・メンテナンス
・⼩型無⼈航空機向け情報システムの設計・製造・販売
・⼩型無⼈航空機関連コンサルティング
（所在地：千葉県柏市）
問合せはこちら

備考

★平成29年1⽉⼊会
【正会員】
事業内容

株式会社ディケイエイチ
⽣体・動作計測器及び解析ソフトウェアの研究・開発・販売
⼊退室管理システムの開発・販売

http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/new-members/?preview_id=4760&preview_nonce=baff07c286&preview=true
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問合先
備考

（所在地：東京都板橋区成増）
TEL: 03-3979-6317
JASA関東⽀部例会（12/2)にて企業紹介いただきました

★平成28年10⽉⼊会
【正会員】
事業内容
問合先
備考

株式会社エンベックスエデュケーション
IT分野における⼈材育成事業
エンジニアリングサービス事業
（所在地：東京都新宿区⾼⽥⾺場）
TEL: 03-6871-6988
JASA関東⽀部例会（8/25)にて企業紹介いただきました

★平成28年7⽉⼊会
【正会員】
事業内容
問合先
備考

【正会員】
PR
問合先
備考

株式会社コンセプトアンドデザイン
通信系制御ソフトウェア・組込みソフトウェア開発
情報インフラ設計・構築・運⽤
（所在地：東京都千代⽥区岩本町）
TEL: 03-5687-5601
JASA関東⽀部例会（8/25）にて企業紹介をいただきました

株式会社イーテクノロジー
設⽴から今⽇まで制御系のソフトウェア開発を柱とし、事業を⾏って参りました。また、1998年からはプログラマの養
成を⽬的としたスクール経営にも参画し、たくさんの⽣徒さんをIT業界に送り出して参りました。
本社：船橋市（⻄船橋） TEL:047-411-6888（代表）
名古屋事業所：名古屋市中村区名駅 TEL:052-588-3391（代表）
JASA関東⽀部例会（8/25)にて企業紹介いただきました

★平成28年6⽉⼊会
【正会員】
PR

問合先
備考

【正会員】
PR

問合先
備考

ダイナコムウェア株式会社
ダイナコムウェアは、「DynaFont（ダイナフォント）」ブランドを確⽴し、アジア最⼤⼿のフォントベンダーとして
創⽴以来、⼀貫して⽂字のデジタル化に取り組んでいます。
1．⽂字フォント開発、およびその関連製品の開発・販売・保守
2．外字フォント制作、外字サーバ等の外字関連製品の開発・販売
3．多⾔語フォントの販売
4．組込み⽤多⾔語フォントソリューション
5．上記に付帯関連する⼀切の業務
（所在地：東京都千代⽥区神⽥神保町）
E-mail: embedded＠dynacw.co.jp （＠を⼩⽂字にしてください）
JASA関東⽀部例会（2016.05.26)にて企業紹介いただきました

株式会社ハイスポット
お客様と共に要求を分析し、限りある予算の中で最適なシステム開発を⾏ってきました。⻑期に渡る常駐作業も可能で
す。要求定義、基本設計、詳細設計、プログラミング、品質保証、どの⼯程でもソフトウェア開発のプロに安⼼してお
任せ下さい。
【事業内容】ソフトウェアの請負開発、IT関連の企画提案、セキュリティソフト、CMSサービスの販売、汎⽤通信ユニ
ットの販売
（所在地：相模原市南区相模⼤野）
TEL: 042-702-2550
JASA関東⽀部例会（2016.05.26)にて企業紹介いただきました
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【個⼈会員】
事業内容

尾⾕組込みソフトウエアサポート
●ソフトウエア設計に関するご⽀援
●プロジェクト管理や開発プロセス改善のご⽀援
●海外ベンダーとの間のブリッジ業務
その他、お困りのことがあればお気軽にお問合せください。

問合先
備考

【賛助会員】
事業内容

問合先

所在地（横浜市中区弥⽣町） TEL: 045-315-3180
E-mail: info＠kumikomi-support.com （＠を⼩⽂字にしてください）
JASA関東⽀部例会（2016.05.26)にて企業紹介いただきました

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム (MCPC)
MCPCはモバイル利活⽤のM２M/IoT市場の発展・拡⼤実現に向かって活動しています。そのための技術課題への対
応、運⽤課題の調査・研究、開発の推進、標準化、接続互換性検証、普及啓発活動、⼈材育成などの活動を⾏っていま
す。さらには、⽶国姉妹組織のＷＴＡ（Wireless Technologies Association)、USBフォーラム、Bluetooth SIG、IEEE
などと連携を図りながら、モバイル利活⽤の、M2M/IoTソリューションの市場の形成拡⼤と、利⽤環境の⾼度化に努
めています。
（所在地）東京都港区芝公園
E-mail: oﬃce＠mcpc-jp.org （＠を⼩⽂字にしてください）

備考

★平成28年4⽉⼊会
【正会員】
PR

問合先
備考

【賛助会員】
事業内容

問合先

T4U株式会社
当社は1989年に⼤阪でシステムコンサルティング会社として設⽴し、現在ではセキュリティに特化したシンクライアン
トの総合商社としてお客様にシンクライアントのトータルソリューションをご提供しております。
近年では、⽇本国内だけでなく、⾹港でもセキュリティシステムの１つとして、静脈認証システムについて発表するな
どし、活躍の場を拡げさせていただいております。
（所在地：東京都中央区⽇本橋茅場町）
E-mail: info＠t4u.asia （＠を⼩⽂字にしてください）
JASA関東⽀部例会（2016.05.26)にて企業紹介いただきました

⼀般社団法⼈組込みマルチコアコンソーシアム
マルチコア・メニーコアプロセッサに向けた組込みシステムの設計⽅法論を産学合同で確⽴し、システム、ソフトウェ
ア、ツール、半導体の各社を含むエコシステム構築を推進することで、組込みマルチコア・メニーコア技術の利活⽤の
促進を⽬指しています。現在はソフトウェア向けのハードウェア抽象化を⽬的とした国際標準記述 SHIMやモデルベー
ス開発における並列化技術を推進しています。
（所在地）東京都中央区⼤伝⾺町
E-mail: info＠embeddedmulticore.org （＠を⼩⽂字にしてください）

備考

【学術会員】
研究概要

問合先
備考

東京電機⼤学 未来科学部 教授 汐⽉ 哲夫
ロボット・メカトロニクス学科 情報化制御システム研究室
インターネットのようなパケット交換⽅式のネットワークでは、伝達遅延やパケットロスなどの問題があります。本研
究室では伝達遅延やパケットロスなどのネットワークの特性を解析し，インターネットを介した双⽅向遠隔操作システ
ムの研究を主に⾏っています。モデルベースの制御系設計⼿法を⽤いれば⼒や動きを安定に伝達できる通信システムを
構築することができます。これによりフィードバック制御を基本原理とする双⽅向遠隔操作システムが実現できます。
現在は、操作性能評価法の確⽴やより透明性の⾼いシステムの開発、組込みシステムへの実装や実⽤化について研究し
ています。
（東京千住キャンパス）東京都⾜⽴区千住旭町
JASA関東⽀部例会(2016.02.25)にて紹介いただきました。
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