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一般社団法人
群馬県情報サービス産業協会
会 長　 秋 山　力
　謹んで新年の
ご挨拶を申し上
げます。昨年中
は当協会の諸事
業に格別のご支
援、ご協力を賜
り心より厚く御
礼申し上げま
す。
　さて、昨年の
日本経済は景気
回復基調で始ま
り、企業収益の
拡大を経済の好循環に向けるべく春闘では大
手企業を中心にベア回答が相次ぎました。ま
た、設備投資や公共投資などは堅調に推移し
ましたが、消費税率引き上げに伴う駆け込み
需要の反動、実質所得の落ち込みによる家計
部門の持ち直しの鈍さから、景気は緩やかな
回復基調で推移しました。年末には、国内経
済が十分な成長軌道に乗っていないとして消
費税率の再引き上げの延期が決定され、そし
て衆議院の解散・総選挙が行われた結果、ア
ベノミクスの信任が得られた形となりまし
た。安部首相が言っている「改革断行の年」
が実行され、経済が前に進む状態である事を
期待して止みません。そして、日本全体が生
産性を上げて、競争力を高めなければならな
いと思っております。
　そのため、私たちが携わる情報サービス産
業は重要な社会インフラを担う産業として、
常に進化し続けるＩＴ技術に対応し、より利
便性の高いサービスを提供し続けることが重
要な課題と考えています。
　当協会は会員各社が結束し、グローバルな
視野に立った最新技術の開発・革新的なサー
ビスの提供と健全な発展を図ることにより、
地域社会・産業に貢献できるよう努めていく
所存でございます。どうか皆様には変わらぬ
ご指導とご支援を賜りますよう心からお願い
申し上げます。
　この一年が実りある年になりますことを願
い、また、皆様のますますのご健勝とご多幸
をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

群馬県産業経済部
部 長　 髙 橋　厚
　新年あけま
しておめでと
うございま
す。
　皆様には日
頃から産業経
済行政の推進
にあたり、格
別の御理解と
御協力を賜
り、厚く御礼
申し上げます。
　昨年は、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の
世界遺産登録や富岡製糸場の国宝指定、さら
に「ぐんまちゃん」が、「ゆるキャラグラン
プリ」で日本一になるなど、まさに群馬県イ
ヤーだったと思います。これも、県民の皆様
の絶大なる御支援があったからこそ達成でき
たことであり、心から感謝申し上げます。
　県内景気は、自動車関連産業を中心に景気
の回復が見えてきているものの、急激な円安
により厳しい業種があることも事実です。
　県としては、景気回復の動きを県内隅々の
中小企業にまで広げていくために、創業支援
や、サービス産業・コンベンション関連産業
を含めた次世代産業の振興にも力を注いでま
いります。
　さて、携帯型端末のみならず、昨今では従
来は通信機能が無かったモノがインターネッ
トに繋がるなど、情報通信技術は、ますます
日常生活から企業活動まで欠くことができな
いものとなっています。特に、グローバル化
や人口減少が進む中、競争力の強化や生産性
向上に取り組む企業にとっては、ＩＣＴをい
かに活用するかが課題となっています。こう
した社会経済環境の変化は貴業界にとって大
きなビジネスチャンスであり、積極的な事業
展開を期待するとともに、県内企業の情報力
強化に御尽力賜りますようお願い申し上げま
す。
　結びに、貴協会の益々の御発展と会員の皆
様の御健勝をお祈り申し上げ、新年のあいさ
つといたします。

新 年 の ご 挨 拶
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新春講演会
「やる気を引き出す経営 ～ものづくり・人づくりへのこだわり～」

㈲中里スプリング製作所　代表取締役社長 中里良一氏

　第24回新春講演会は、1月28日(水)前橋テルサ8階「け
やきの間」において、㈲中里スプリング製作所代表取締
役社長中里良一氏を講師に迎え、「やる気を引き出す経
営 ～ ものづくり・人づくりへのこだわり～」をテーマ
に、講演いただきました。中里社長は、自らが営業に回
り、従業員21名の中小企業でありながら、現在、全国46
都道府県、1,735社の企業と取引を行っています。ユ
ニークな発想として、企業の判断基準が「好きか嫌い

か」に置いていることで、嫌な取引先を切ることを決断する権利を社員に与えるなどの経営感覚
は、テレビ･ラジオ・雑誌等各種のメディアに取り上げられ注目されています。中里社長の経営
戦略、会社を支える「社員」への想い、下請け脱却等様々な施策を実
践してきたユニークな発想や経験、長年培った独自の経営哲学を語っ
ていただきました。講演は、とても静かな口調で淡々としていました
が、言葉の端々に経営者としての自信と覚悟を感じました。参加者か
らは、「重要なキーワードが数多く心にのこりました、いくつかはす
ぐにも実践できるものがあると思います、いえ、思えてきました。」
等々の声が寄せられました。

賀詞交歓会
　新春恒例の賀詞交歓会が平成26年1
月28日 (水)前橋テルサ9階「つつじの
間」において、新しい年のスタートを
祝い、ご来賓及び会員の皆様93名の出
席をいただき、開催されました。協会
を代表し秋山力会長より、新年の挨
拶、次にご来賓の群馬県産業経済部商政課長金井豊幸様、前橋市

長代理政策部参事糸将之様よりご祝辞をいただきました。行政及び、関係団体より10名のご来
賓の紹介の後、松下弘明副会長の挨拶と乾杯の音頭により懇談となりました。多くの 皆様にご
参加いただき、新春の華やかさと和やかな雰囲気の中、会員相互の情報交換や親睦を深める場と
なりました。なお、新春講演会にて講演いただきました、㈲中里スプリング製作所代表取締役社
長中里良一様にもご出席いただきました。中締めは、富澤秀人副会長にご挨拶いただき、お開き
となりました。ご来賓、そして会員の皆様に多数ご出席いただき、盛況な会になりましたこと、
心よりお礼申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

当日出席いただきましたご来賓 （順不同）

群馬県産業経済部　　　商政課長　金井 豊幸様  
群馬県企画部   　　情報政策課長　友松　 寛様
群馬県産業経済部　　商政課係長　吉田 直人様  
群馬県産業支援機構　　　　参事　瀬古 裕美様  
特定非営利活動法人ITC群馬 理事長　木島　 隆様

前橋市 政策部　　　　　　 参事　糸　 将之様
群馬県中小企業団体中央会専務理事　中山 正司様
上毛新聞社営業局　　次長・理事　佐藤 　巧様
群馬経済新聞社　　　　　　　　　中野 博之様
日刊工業新聞社　　　群馬支局長　大友 裕登様
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ヒューマン・スマート・コミュニティ
－ 私たちの「安心・安全・快適なくらし」を創る ICT －
ヒューマン・スマート・コミュニティ
－ 私たちの「安心・安全・快適なくらし」を創る ICT －

人材育成研修（技術系 4講座・マネジメント系 3講座）新講座も追加！

　平成26年10月23日(木)前橋テルサホール(前橋市千代田町)に
おいて、第23回ぐんま情報化フォーラムを開催致しました。ま
ず、講演に先立ち、開会式では秋山力会長の挨拶に続き、ご来
賓の県産業経済部長高橋厚様代理商政課長金井豊幸様、前橋市
長山本龍様代理政策部長関谷貴様よりご祝辞をいただきまし
た。今回のフォーラムは、㈱東芝の協力のもと、2つのテーマ
とし、エネルギー中心のスマートコミュニティからライフサ
ポートサービスに至るまで、人々の暮らしを支え、豊かにする
ソリューションの紹介、そして、ライフサポートサービスのう

ち、ヘルスケア分野の取組みにフォーカスし、東芝グループの
技術やノウハウを活用した新たな取組みの方向性、具体的に開
発サービスについての紹介事例を交えた大変興味深い内容の講
演でした。参加者から、「暮らしを支え向上させてくれる技術
の内容がよくわかりました。私達の暮らしやビジネスにも関わ
る話なのでとても参考になりました。生活の中で、いつ起こる
かわからない身体の不調、そうした時の医療技術の発展内容や
予防のために様々なデバイスがわかりました。」等々の感想が
寄せられました。

講演Ⅰ　「人々の暮らしを支える東芝のコミュニティ・ソリューション」　講師　小坂田 昌幸氏

　GISA人材育成研修は、県内の情報化をリードし、情報サー
ビス産業界全体のレベルアップのための支援中心事業として実
施しています。今年度も技術系・マネジメント系、いずれも定
員を大きく上回り、締め切り前に受付が終了となった講座もあ
りました。精選された、効果的で質の高い講座を、地元で安価

で受けられ
ることで、
例年大変好
評を得ている研修です。技術系講座を受講さ
れた方から、「同業他社の若手とコミュニ
ケーションをとり、今まで気付けなかった着
眼点・考え方を学んだ。2日目の実習は、意見
を出し合う難しさ、その意見をまとめ、絞る

大変さ、納期に間に合わせるタイムマネ
ジメント等多くの実践的な力を得ること
ができた。自社に帰って、実践しつつア
ウトプットしていきたい。」等々の感想
をいただきました。今年度受講者総数
は、205名でした。各講座ともに、教育
技術部会員の支援をいただきましたこ
と、心より感謝申し上げます。 

講演Ⅱ　「東芝が目指すヘルスケアの姿と具体的な取組み」　講師　大森 啓嗣氏



開催日  平成26年11月19日（水）
場　所　ビエント高崎 602号室
参加者　学校13校14名・企業11社19名

　今回で12回目となる就職情報交換会は、情報サービス産業
への理解と、優秀な人材を業界に獲得することを目的として
開催しています。学校側からは、ここ数年、学生たちの就職
活動への取り組みの二極化が指摘され、今年も、各学校の多
種多様な方法と工夫での就職支援活動が紹介されました。また学校側より事前に提出いただいた質問
に、各企業から回答いただきました。特に、採用に関する広報活動の開始時期が今春から後ろ倒しに
なることは、企業、学校ともに、大きな関心事であり、その影響が懸念されるところですが、ほとん

どの企業は採用広報スタートについては解禁タイミングに合わせる見
込みではあるが、まだ詳細が決まっていないので、各社ホームページ
や就職情報サイトなどで今後の選考スケジュールの確認をしていただ
きたいとの回答でした。また、インターンシップ実施の可能性が高く
なったと回答する企業もありました。学校と企業それぞれの動向を熟
知して、継続的に両者の情報交換や信頼関係づくりの場として、ＧＩ
ＳＡの就職情報交換会がお役立ていただけたものと感じました。
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メンタルヘルスセミナー　
「職場ストレスとストレス対処法 」
開 催 日　平成26年9月30日（火）
開催場所　群馬県勤労福祉センター　第3会議室
参 加 者　38名（経営者、総務･労務・人事担当者、ビジネス部会員）
講　　師　群馬県立県民健康科学大学 看護学部
　　　　　看護学科准教授　関根　正 氏
　メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、本年12月1日か
ら、従業員50名以上の事業所でストレスチェックが義務化されます。GISAでも、その重要性から、
ここ3年連続での開催となるメンタルヘルスセミナーは、今回も38名の参加をいただきました。講師
は、テンポの良さと、わかりやすく明快な講演が好評のため、昨年度に引き続き関根先生にお願いを
しました。講師自身の経験談も交えて、大変わかりやすく、短い時間でしたが、「うつ」という病気
及びストレスの知識、自分・家族・職場での対処の仕方等多くを学ぶことができました。

ビジネスセミナーⅡ「社会保障・税番号制度」
～制度導入の背景と期待される効果～

開 催 日　平成26年11月25日（火）
開催場所　群馬県勤労福祉センター  第3会議室
参 加 者　37名（経営企画・総務部門等関係者、ビジネス部会員）

講　　師　田中　稚士 氏（ 株式会社　ジーシーシー ）　
　平成28年1月からいよいよ社会保障・税番号制度（マイナン
バー制度）がスタートします。今年10月からは、国民一人ひとり
にマイナンバーが配られ、法人には法人番号が付与される事と
なっていますが、本制度への適切な対応策、留意点について、
最新動向を踏まえ、株式会社ジーシーシーにて番号制度プロ
ジェクト担当であり、マイナンバー制度のエキスパートとして
活躍する田中稚士氏から、わかりやすく解説いただきました。

大学等就職指導者と企業採用担当者との就職情報交換会



我が社のフレッシュさんフレッシュさん
①現在の仕事の内容　②趣味（特技）　③入社後一番うれしかったこと　④今後の抱負（夢）①現在の仕事の内容　②趣味（特技）　③入社後一番うれしかったこと　④今後の抱負（夢）

（順不同）（順不同）
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①流通向けプリンティングサービス事業において、製造ラインとなる業務の中
で、主にお客様から頂いたデータのチェックやプリントデータ・請求用デー
タの作成を行っています。また、お客様から頂いたデータ等に不備があった
際の対応も行っています。
②趣味は音楽です。学生時代ピアノを習っていたことがあるので、当時使用し
ていたテキストや学生時代に弾いた伴奏の曲などを練習しなおしたりしてい
ます。また好きな音楽を流しながら車を運転するなど、音楽に触れている時
間が落ち着きます。
③不備のあるデータ業務において、拙い対応ながらも実際に自分でお客様とや
り取りし、処理を初めて上げられた際は一歩成長できたように感じました。
また業務と関わりのある資格試験にチャレンジし、販売士2級を取得できた
ことは嬉しく思いました。
④近い目標としては、業務においてイレギュラー対応を先輩に頼らず迅速かつ正確に行えるようになるこ
とです。また今後働いていく上では、目の前の仕事や業務だけでなく広い視野を持って、お客様・職場
の先輩方・会社から信頼される人材になれるよう、日々仕事や自分自身と向き合って業務を行っていき
たいと考えています。

株式会社　高崎共同計算センター　マーケットウェア事業部　DS課　加庭 由紀子

①お客様に納品させて頂いているプログラムの改修や資料作成を中心に行っ
ています。過去には社内で開発を行っている、マルチビジュアルコント
ローラーのバージョンアップなども行いました。毎日先輩社員から指導し
てもらいつつ、業務に取り組んでいます。
②趣味は映画観賞です。音を肌で感じる事ができるため、映画館で見る事が
私のこだわりで、週末になるとよく足を運びます。今までは洋画を中心に
見ていましたが、最近は邦画を見る事も増えてきました。
③入社3ヵ月の時、社内業務をサポートするシステムを作成したのですが、
様々な人から 使いやすいと褒めて頂けた事が嬉しかったですね。自分のア
イデアを提案した結果、採用してもらえた時の喜びや、自分で作ったシス
テムを使って貰う喜びを初めて知りました。今でも使われている所を目にすると嬉しく感じます。
④今はまだ先輩を頼りにしてばかりですが、将来はお互いに頼り合えるような関係になりたいと考えてい
ます。また、これから入ってくる後輩から頼られる先輩になるために、毎日少しずつでも、新しい知識
や経験を積み重ねていきます。

株式会社　プランニング　企画開発部　2課　堀口 亘

①仕事の内容としては、主にプログラミングを行っています。案件によって
は、調査やテストもやっています。
②最近の趣味は、東京ディズニーランドとディズニーシーに遊びに行くこと
です。月に2回ほど行ってしまうので、年間パスポートを購入するか迷っ
ています。
③入社後一番うれしかったことは、自分の作成したプログラムをお客様が使
用したときです。その場に立ち会うことはできませんでしたが、大きなエ
ラーが起きなかったのでよかったです。
④一つ一つの仕事をなるべく丁寧にこなして、ミスの少ないシステムを作成
できるように頑張りたいです。

リード株式会社　第2ソリューション事業部　野口 瑞記

“競合他社の新人がチームメイトに”　― 新人研修のご案内 ―
　GISA合同新入社員研修は、同業種に就職した新人が一同に会し、混成グループを編成、緊張感と活
気あふれるビジネスシミュレーション研修です。会員各社の多くの新人の参加をお待ちしています。

≪会員会社には、メールにてご案内、詳細は事務局へお問い合わせください。≫
日　程　平成27年4月16日（木）・17日（金）2日間　
会　場　群馬県勤労福祉センター　ＪＲ前橋大島駅（北口）から徒歩15分　・ 駐車場　約200台
受講料　15,000円／資料代・2日間の昼食(飲物付)代等を含みます。対象者　新人・既卒
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一般社団法人群馬県情報サービス産業協会会員名簿　正会員　　52社

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

㈱アイエムエス
㈱アイメックス
朝日印刷工業㈱
㈱アドテックス
荒瀬印刷㈱
学校法人有坂中央学園
㈱オオタヤ
㈱ＯＰＥＮＥＲ 
㈱クライム
㈱クラフト
ぐんぎんシステムサービス㈱
㈱群　電
㈱群馬電子計算センター
㈲コムウェア
コンピュートロン㈱
サンデンシステムエンジニアリング㈱
㈱シー・エス・エム
㈱ジーシーシー
システム・アルファ㈱
システム開発㈱
㈱システムハウスグローバル
情報システム㈱
㈱神明電気
㈱スリーアイ
㈱総合電子計算センター
㈱創美社
㈱高崎共同計算センター
㈱高崎情報サービス
㈱たけのうち電器
㈱テクノソレイユ
電通システム㈱
㈱東芝　北関東支店 
㈱トムスシステム
㈱ナブ・アシスト
㈱日東システム開発
日本情報産業㈱ 前橋支社
日本電気㈱ 群馬支店
㈱春木堂
東日本電信電話㈱ 群馬支店
㈱日立製作所 関東支社 北関東支店
富士通㈱  群馬支店
㈱プランニング
㈱前橋大気堂
㈱モザイク
㈱本島ビジネスセンター
㈲山　翔
ユニオンシステム㈱
リード㈱
㈱リサージュ
㈱両毛インターネットデータセンター
㈱両毛システムズ
㈱両毛ビジネスサポート

代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
理　事　長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役常務
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
支　店　長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
支　店　長
代表取締役社長
支　店　長
支　店　長
支　店　長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長

尾高 一秀
山口 　豊
石川 　靖
佐藤 弘男
内藤 賢治
中島 利郎
都丸 和俊
原澤 徹夫
金井 　修
猪熊 文二
田島 　篤
木村 清高
松平 　緑
濱田 博文
柳井 保平
瀬下 文彦
島崎 真澄
松平 　緑
廣山 武雄
須藤 貞男
浅川 岩雄
大谷 淳一
神山 　勝
池田 康雄
松本 長光
初谷 浩道
井上 　彩
髙村 　正
竹之内正行
齋藤 英男
嶋方 智之
井芹 徳昭
山口 拓夫
望月 明夫
青木 規夫
田島 　浩
新井場幸夫
鈴木伸一郎
日森 敏泰
長倉 一茂
堀 　　敦
町田 英之
降旗 栄二
浅見 秋美
本島久仁倫
山川 幸洋
石井 國雄
大野 敏夫
五十 嵐敦
瀧澤 洋一
秋山 　力
小山 　実

027-226-1313
0277-32-3339
027-253-3475
027-320-2333
027-343-8319
027-254-0605
027-251-5238
0270-21-3999
027-395-5002
027-290-3890
027-210-7160
027-223-3334
027-263-1682
0276-48-0815
027-253-3643
0270-21-5757
027-310-3355
027-261-1445
027-255-1540
0270-20-2088
0274-24-4075
027-350-1278
027-370-1103
027-324-9588
027-327-0921
027-251-8744
027-310-1127
027-320-1192
0278-22-3668
027-328-2314
027-362-8311
048-640-1193
027-230-4101
027-253-1589
0276-37-8292
027-224-8345
027-243-8086
027-252-2344
027-320-1541
027-324-4499
027-323-4483
027-290-3233
027-234-3221
027-226-0621
027-325-0612
0270-31-1461
027-243-7026
027-263-3380
027-280-8129
0277-40-2107
0277-52-0188
0277-70-6605

027-226-1311
0277-32-3338
027-251-1212
027-320-2800
027-343-4132
027-253-5544
027-251-5217
0270-23-0616
027-395-5001
027-290-3511
027-289-6000
027-224-1681
027-261-5057
0276-48-0811
027-253-3411
0270-21-9641
027-310-3311
027-263-1637
027-253-1800
0270-62-5543
0274-23-8258
027-350-1277
027-370-1104
027-324-6711
027-327-1500
027-251-6790
027-381-8700
027-320-1190
0278-23-8111
027-328-2313
027-361-3211
048-640-1106
027-230-4100
027-253-1633
0276-37-8285
027-224-8311
027-243-8080
027-252-2345
027-326-0641
027-324-6451
027-325-1212
027-290-3232
027-231-1661
027-226-0620
027-322-4673
0270-31-1447
027-243-7022
027-263-3234
027-280-8125
0277-40-2090
0277-53-3131
0277-70-6600

379-2145
379-2312
371-0846
370-1201
370-0077
371-0844
371-0855
372-0011
370-0841
371-0804
371-0846
371-0805
379-2154
373-0801
371-0855
372-0801
370-0845
379-2154
371-0847
379-2234
375-0016
370-0032
370-0004
370-0857
370-0807
371-0844
370-0854
370-0052
378-0051
370-0851
370-0073
330-0802
371-0222
371-0846
373-0012
371-0024
371-0024
371-0855
370-8666
370-0841
370-0841
371-0817
371-0023
371-0023
370-0829
372-0855
371-0805
379-2154
379-2121
376-8503
376-8502
376-0013

前橋市横手町222-2
みどり市笠懸町久宮532-9パステークガーデンＦ201
前橋市元総社町67
高崎市倉賀野町2454-1
高崎市上小塙町733
前橋市古市町1-49-4
前橋市問屋町1-10-7
伊勢崎市三和町2742-3
高崎市栄町16-11高崎イーストタワー13F
前橋市六供町1105-8
前橋市元総社町171-1ぐんぎんリースビル4F
前橋市南町1-10-10
前橋市天川大島町1125
太田市台之郷町601-2
前橋市問屋町1-11-2 豊栄問屋町ビル
伊勢崎市宮子町3450-8
高崎市新後閑町4-8
前橋市天川大島町1125
前橋市大友町2-23-5
伊勢崎市東小保方町3992-35
藤岡市上栗須479-1
高崎市宿大類町1461-1
高崎市井野町321
高崎市上佐野町1085-3
高崎市歌川町72
前橋市古市町1-4-3
高崎市下之城町936-20
高崎市旭町44-2 旭町ビル502号
沼田市上原町1756-381
高崎市下和田町4-10-2
高崎市緑町2-12-8
さいたま市大宮区宮町1-114-1 ORE大宮ビル
前橋市上大屋町16-13
前橋市元総社町521-8
太田市清原町5-8
前橋市表町2-5-1
前橋市表町2-9-9 明治生命前橋ビル
前橋市問屋町1-9-7
高崎市高松町3
高崎市栄町16-11高崎イーストタワー4F
高崎市栄町14-5 内堀ビル
前橋市橳島町161-5
前橋市本町2-2-16　
前橋市本町2-2-12前橋本町スクエアビル8階Ｅ号室
高崎市高松町12
伊勢崎市長沼町613-7
前橋市南町2-38-4AMﾋﾞﾙ3F
前橋市天川大島町3-60-1
前橋市小屋原町1419-3
桐生市広沢町3-4025
桐生市広沢町3-4025
桐生市広沢町1-2802-1ミツバ別館ビル

社　　　名 役　職 代表者名 FAX

【平成27年1月現在（50音順）】

電話番号〒 住　　　　所



　消費税率UPにおいての駆け込み特需と
反動、円安による消費の低迷など、26年
を皆さまはどのように過ごしたでしょう
か？GISAも新たな年のスタートとなる新
春講演会、賀詞交歓会と動き始めまし
た。講演会の中で、講師の中里社長さん
が述べられた、「まずは実践してから・
やる前からダメと決めつけるな！」とい
うことに感銘を受けました。どのような
状況の中でもチャレンジし、状況打開す
ることが大切なのだと。アメリカのス
ポーツで審判判定に対して抗議すること
を“Challenge”と言います。最近では
ビデオ判定で御馴染ですが、判定が覆る
には“Challenge”しないと何も始まり
ません。会員の皆様に今年はチャレンジ
精神を胸に秘めて有意義に過ごしていた
だきたいです。

降旗　崇

編 集 後 記☆会員情報
代表者変更　(新・敬称略)
サンデンシステムエンジニアリング株式会社　
代表取締役　瀬下文彦

本社移転
電通システム株式会社
〒370‐0073　高崎市緑町2丁目12-8
TEL 027-361-3211 / FAX 027-362-8311
株式会社アイエムエス
〒379‐2145　前橋市横手町222-2
TEL 027-226-1311 / FAX 027-226-1313

両毛インターネットデータセンターでは安心・安全の
サービスを提供しております。お客様自身でサー
バーや通信機器をご用意いただくハウジングサービ
ス、弊社サーバーをご利用いただくホスティングサー
ビスなど各種サービスを取り揃えております。サー
バーの管理にお困りの場合は是非ご相談ください。

新 規 会 員 募 集
 入会は、随時受け付けております。協会の活動に賛同又は興味をもたれた方は、事務局までお問い合
わせください。

TEL 027-226-7165　　Email gisa@sunfield.ne.jp

協会だより

〒376-8502　群馬県桐生市広沢町3丁目4025番地
TEL 0277-53-3131（代）　　FAX 0277-52-0188
http://www.ryomo.co.jp　

JIPDEC・プライバシーマーク制度　認定企業
JIS Q 27001：2006（ISO/IEC 27001：2005）認証取得（本社）
ISO9001:2008, JIS Q 9001:2008　認証取得（本社）
ISO 14001：2004（JIS Q 14001：2004）認証取得

　当社は 1970年に「地域貢献」を目的に設立されました。当時は非常に高価であったコンピュー
タを地域の企業様に利用していただき、地域発展のお役に立ちたい、それが出発点でした。その後、
コンピュータやネットワークの技術の飛躍的な進化に伴ってご提供する製品やサービスの形が大
きく変化し、またお客様が全国に拡がった現在でもこのDNAは引き継がれています。これからも
市場ニーズや技術の変化にすばやく対応し、その時代のベスト・ソリューションを提供すること
でお客様と地域社会に貢献してまいります。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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