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　明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましてはご健勝のうちに新年
を迎えられたこととお慶び申し上げます。
　さて、わが国経済は、景気の二番底の懸念
は薄れたものの足踏み状態であることに変わ
りなく、雇用・所得環境は依然として厳し
く、とりわけ地方におきましては回復実感の
伴わない状況にあります。情報サービス産業
におきましても厳しい経営環境が続いており
ます。
　こうした経済状況にはかかわりなく、情報
化社会は益々変化のスピードを上げておりま
す。クラウドという言葉が現れたかと思えば、
もうすでにそれが当たり前の世界となりまし
た。個人や小グループであれば、クラウド上
のストレージや様々な機能サービスを無料で
使えるようになったのもその一例です。
　情報化社会の変化は人々の生活や企業活動
のあり方を変革してしまう力があります。そ
してその変化はあっという間に世界中に拡が
ります。情報化社会は、日本だからとか、地
方だからということは通じない、グローバル
でボーダレスな社会だと思います。
　群馬県情報サービス産業協会は会員企業の
事業活動を通じて地域の情報化推進に貢献し
て参りますとともに、地域の皆様に情報化社
会の変化をいち早く発信していかねばならな
いと考えております。
　本年も前向きに取り組んでまいりますの
で、変わらぬご指導とご協力をお願い申し上
げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様には、日頃から本県産業経済行政の推
進に当たり、格別の御理解と御協力を賜り厚
くお礼申し上げます。
　平成22年は好調な外需に牽引される形で
県内経済は回復基調にありましたが、海外経
済の先行き不安から生じた円高で、県内経済
の回復が停滞する懸念も生じました。また、
特に新卒者に代表される若者を巡る雇用情勢
は非常に厳しい状況にあります。
　そうした中、本年３月には待ち望んでいた
北関東自動車道が全線開通します。また、７
月から９月までの３か月間、国内最大級の観
光キャンペーンである群馬デスティネーショ
ンキャンペーンが開催されます。
　厳しい経済情勢ではありますが、これらを
契機とし、市町村や関係団体等とも連携し、
地域経済の活性化、雇用の創出に取り組んで
まいります。
　さて、貴協会会員の皆様は、情報産業の担
い手として活躍されております。情報技術は
日々発展し、その利用分野も拡大し、私たち
の生活や企業の発展に欠かせない重要な存在
となっております。今後とも、県内情報サー
ビス産業の振興、地域の情報化推進、本県に
おける産業情報力の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、新年の挨拶と
いたします。

○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○

社団法人　
群馬県情報サービス産業協会
会　長　田代　 一郎

群馬県産業経済部長

　三澤　益巳

新年のご挨拶
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　新春恒例の賀詞交歓会が平成23
年１月19日（水）前橋テルサ９階
「つつじの間」において、群馬県・
関係団体・報道機関から８名のご
来賓を含め、会員の皆様100名の
出席のもと開催されました。
　初めに、協会を代表し田代一郎
会長より、新年の挨拶があり、次
にご来賓を代表して、群馬県産業経済部長三澤益

巳様よりご祝辞をいただきました。ご来賓の紹介の後、岩崎正弘副会長の乾杯
の音頭により懇談となりました。新春独特の華やかさも加わり、終始なごやか
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、
この日新春講演会の講師として講演いただきました、今泉嘉久氏にもご出席い
ただきました。中締めは、柿沼恒雄副会長に、威勢のよい三本締めの音頭をとっ
ていただきました。ご来賓、そして会員の皆様に多数ご参加いただき、盛況な
会になりましたこと、心よりお礼申し上げます。

　第20回新春講演会が、１月19日（水）前橋テルサ、８
階「けやきの間」において開催され、プラスグループ代
表兼プラス株式会社代表取締役会長の今泉嘉久氏に、「変
化を創る経営」と題して、講演いただきました。今泉氏
は、オフィス用品通販の「アスクル」を始め、「ビズネッ

ト」、「ジョインテックス」等の新しいユニークなビジネスモデルを創造し続ける企業、プラスグ
ループを統率しています。講演では、これからの企業の有り方は、変化に対応するといった受身
の発想ではなく、情熱を持ち、自らが変化を創造してチャレン
ジすること、顧客満足を考えて、新しいビジネスモデルを創造
することの大切さとの、理念と実践を語っていただきました。
実績に裏打ちされた、言葉には重みと説得力があり、「違う山
を登れ。」という言葉に大いに感銘を受けた講演でした。お忙
しいスケジュールの中、今泉氏にはこの日、講演会終了後賀詞
交歓会にもご出席いただきました。

賀詞交歓会

ご来賓の皆様　　　　　　 　（順　不　同）
群馬県産業経済部　　　　　　　部　　長　三澤　益巳 様
群馬県産業経済部商政課　　　　課　　長　戸塚　俊輔 様
群馬県産業経済部商政課　　　　係　　長　岩瀬　春男 様
群馬県企画部情報政策課　　　　課　　長　須藤　文規 様
群馬県中小企業団体中央会　　　常務理事　東宮　健次 様
特定非営利活動法人ＩＣＴ群馬　理 事 長　木嶋　　隆 様
㈱上毛新聞社　　　　　　取締役広告局長　山田　義明 様
㈱群馬経済新聞社　　　　　　専務取締役　小曽根要人 様

新春講演会

－ 変 化 を 創 る 経 営 －
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　平成22年10月27日（水）前橋テルサホール（前橋市千代
田町）において、第19回ぐんま情報化フォーラムを開催致し
ました。本年は、「近未来ＩＴ － クラウドで変わる －」を
テーマに日本電気株式会社 プラットフォームマーケティン
グ戦略本部ニューＩＴエバンジェリスト林雄代氏に講演いた
だきました。
　本フォーラムは、県民の情報化に関する意識の向上や地域

情報化の促進、及び情報力強化の気運を高めることを目的として開催しております。会員、一般、
大学生等約200名の来場者があり、開会式では田代一郎会長の挨拶に続き、ご来賓の群馬県産業
経済部長代理商政課長戸塚俊輔様、前橋市長代理真塩浩一様よりご祝辞をいただきました。

☆☆　基　調　講　演　☆☆
　時代の変化とともにＩＴ環境も大きな変化を遂げ
ています。このような時代のＩＴ投資は、ビジネス
の成功をも左右するほど非常に難しいものとなって
います。講演では、ユビキタス社会が本格化する中
での無線通信の進化、音声認識、仮想化など、最新
動向を紹介いただき、これから起こるであろうＩＴ
の変化を予測し、ビジネススタイル・ライフスタイ
ルがどのように変わっていくか？どのようなＩＴ投
資をしていけばよいのか？など、役立つ情報を分か
りやすく講演いただきました。参加者からは、ＩＴ技術の歴史的進歩の様子がよくわかった、最
新技術に触れて、大変面白く聞かせていただきました、分かりやすく興味深い内容でした等々の
感想が数多く寄せられました。

　初めての試みとして平成22年12月１日（水）、伊
香保温泉ホテル天坊会議室においてオーナー研修会
を開催した。参加者は13名と少人数であった。講師
には社会保険労務士の新井政信氏にお願いし「最近
の労働争議等雇用問題への対応策」と題して実施し
ました。内容は労働相談や労働争議等の記事を基に
生々しい労働問題の現状について説明があった。次
に雇用契約、就業規則、等はルール化、明文化する
ことによってトラブルをなくすことが必要だと説明
された。第２部として場所をホテル内の懇親会場に移し、懇親会で親睦を深めた。翌日は、伊香
保カントリークラブにて希望者による懇親ゴルフを実施した。天候にも恵まれて楽しくプレイが
できた。参加者は８名であった。今回は初めてのオーナー研修会で年末ということもあり思った
より少ない参加であったが実りあるものになった。参加者からは、次回も続けてほしいという意
見があった。

第19回 ぐんま情報化フォーラム

講演テーマ 「５年後、あなたの仕事・生活はこう変わる

 ～５年後の技術進化を踏まえて～」

第１回オーナー研修会
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社団法人 群馬県情報サービス産業協会 会員名簿（正会員）

会　　社　　名 住　　　　　　　所 代　表　者

1 ㈱アイエムエス  〒 371-0847　前橋市大友町 1-12-21　友貴ビル２Ｆ
 TEL 027-251-7474　FAX 027-251-7473

代表取締役
尾　高　一　秀

2 ㈱アイテク  〒 370-0006　高崎市問屋町 2-4-5
 TEL 027-361-4540　FAX 027-362-6287

代表取締役社長
北　形　信　也

3 朝日印刷工業㈱  〒 371-0846　前橋市元総社町 67
 TEL 027-251-1212　FAX 027-253-3475

代表取締役社長
石　川　　　靖

4 ㈱アドテックス  〒 370-1201　高崎市倉賀野町 2454-1
 TEL 027-320-2800　FAX 027-320-2333

代表取締役社長
佐　藤　弘　男

5 荒瀬印刷㈱  〒 370-0077　高崎市上小塙町 733
 TEL 027-343-4132　FAX 027-343-8319

代表取締役社長
荒　瀬　　　宏

6 学校法人有坂中央学園  〒 371-0844　前橋市古市町 1-49-4
 TEL 027-253-5544　FAX 027-254-0605

理事長
中　島　利　郎

7 ㈱オオタヤ  〒 371-0855　前橋市問屋町 1-10-7
 TEL 027-251-5217　FAX 027-251-5238

代表取締役社長
都　丸　和　俊

8 ㈱沖情報システムズ  〒 370-8585　高崎市双葉町 3-1
 TEL 027-325-1525　FAX 027-324-9656

代表取締役社長
水　谷　　　実

9 ㈱クライム  〒 370-3602　北群馬郡吉岡町大久保 2143
 TEL 0279-20-5550　FAX 0279-55-5885

代表取締役社長
金　井　　　修

10 ㈱クラフト  〒 371-0804　前橋市六供町 1105-8
 TEL 027-290-3511　FAX 027-290-3890

代表取締役
猪　熊　文　二

11 ぐんぎんシステムサービス㈱  〒 371-0846　前橋市元総社町 171 番地１ぐんぎんリースビル４Ｆ
 TEL 027-289-6000　FAX 027-210-7160

代表取締役社長
福　田　一　穂

12 ㈱群　電  〒 371-0805 　 前橋市南町 1-10-10
 TEL 027-224-1681　FAX 027-223-3334

代表取締役社長
木　村　清　高

13 ㈱群馬電子計算センター  〒 379-2154　前橋市天川大島町 1125
 TEL 027-261-5057　FAX 027-263-1682

代表取締役社長
松　平　　　緑

14 ㈲コムウェア  〒 373-0801　太田市台之郷町 601-2
 TEL 0276-48-0811　FAX0276-48-0815

代表取締役
濱　田　博　文

15 コンピュートロン㈱  〒 371-0855　前橋市問屋町 1-11-2　豊栄問屋町ビル
 TEL 027-253-3411　FAX 027-253-3643

代表取締役社長
柳　井　保　平

16 サンデンシステムエンジニアリング㈱
 〒 372-0801　伊勢崎市宮子町 3450-8
 TEL 0270-21-9641　FAX 0270-21-5757

代表取締役社長
富　澤　秀　人

17 ㈱サンフィールド・インターネット
 〒 376-8503　桐生市広沢町 3-4025
 TEL 0277-55-1000　FAX 0277-55-1001

代表取締役社長
伊　藤　文　彦

18 ㈱シー・エス・エム  〒 370-0845　高崎市新後閑町 4-8
 TEL 027-310-3311　FAX 027-310-3355

代表取締役社長
島　崎　真　澄

19 ㈱ジー・エム・ケー  〒 372-0011　伊勢崎市三和町 2742-3
 TEL 0270-23-0616　FAX 0270-21-3999

代表取締役社長
六本木　佳代子

20 ㈱ジーシーシー  〒 379-2154　前橋市天川大島町 1125
 TEL 027-263-1637　FAX 027-261-1445

代表取締役社長
松　平　　　緑

21 システム・アルファ㈱  〒 371-0847　前橋市大友町 2-23-5
 TEL 027-253-1800　FAX 027-255-1540

代表取締役社長
廣　山　武　雄

22 システム開発㈱  〒 379-2234　伊勢崎市東小保方町 3992-35
 TEL 0270-62-5543　FAX 0270-20-2088

代表取締役
須　藤　貞　男

23 ㈱システムハウスグローバル
 〒 375-0016　藤岡市上栗須 479-1
 TEL 0274-23-8258　FAX 0274-24-4075

取締役社長
浅　川　岩　雄

24 情報システム㈱  〒 370-0032　高崎市宿大類町 1461-1
 TEL 027-350-1277　FAX 027-350-1278

代表取締役社長
清　水　徹　夫

25 ㈱神明電気  〒 370-0004　高崎市井野町 321
 TEL 027-370-1104　FAX 027-370-1103

代表取締役
神　山　　　勝

26 杉原エス ･イー ･アイ㈱  〒 372-0823　伊勢崎市今井町 313
 TEL 0270-25-8101　FAX 0270-23-2779

代表取締役社長
杉　原　俊　夫

27 ㈱スリーアイ  〒 370-0857　高崎市上佐野 1085-3　
 TEL 027-324-6711　FAX 027-324-9588

代表取締役
池　田　康　雄

28 ㈱総合電子計算センター  〒 370-0807　高崎市歌川町 72
 TEL 027-327-1500　FAX 027-327-0921

代表取締役社長
松　本　長　光

29 ㈱創美社  〒 371-0844　前橋市古市町 1-4-3
 TEL 027-251-6790　FAX 027-251-8744

代表取締役社長
初　谷　浩　道
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会　　社　　名 住　　　　　　　所 代　表　者

30 ㈱ソファード  〒 370-0801　高崎市上並榎町 320-4
 TEL 027-370-8751　FAX 027-370-8752

代表取締役
松　本　孝　弘

31 ㈱高崎共同計算センター  〒 370-0006　高崎市問屋町 2-7-1
 TEL 027-361-0346　FAX 027-361-7050

代表取締役専務
岩　崎　正　弘

32 ㈱高崎情報サービス  〒 370-0052　高崎市旭町 44-2　旭町ビル 502 号
 TEL 027-320-1190　FAX 027-320-1192

代表取締役社長
横　堀　一　三

33 ㈱たけのうち電器  〒 378-0051　沼田市上原町 1756-381
 TEL 0278-23-8111　FAX 0278-22-3668

代表取締役
竹之内　正　行

34 ㈱テクノソレイユ  〒 370-0851　高崎市上中居町 51-1　ＥＳＴ９００ビル
 TEL 027-328-2313　FAX 027-328-2314

代表取締役
齋　藤　英　男

35 電通システム㈱  〒 370-0073　高崎市緑町 2-4-5
 TEL 027-361-3211　FAX 027-362-8311

代表取締役社長
嶋　方　智　之

36 ㈱東芝　首都圏支社  〒 330-0802　さいたま市大宮区宮町 1-114-1 ＯＲＥ大宮ビル６Ｆ
 TEL 048-640-1106　FAX 048-640-1193

支社長
田　尻　澄　夫

37 ㈱トムスシステム  〒 371-0222　前橋市上大屋町 16-13
 TEL 027-230-4100　FAX 027-230-4101

代表取締役社長
山　口　拓　夫

38 ㈱ナブ・アシスト  〒 371-0846　前橋市元総社町 521-8
 TEL 027-253-1633　FAX 027-253-1589

代表取締役社長
望　月　明　夫

39 日商エレクトロニクス㈱　  〒 104-8444　中央区築地 7-3-1
 TEL 03-3544-3658　FAX 03-3544-8489

第３営業統括部長
米　山　達　也

40 ㈱日東システム開発  〒 373-0012　太田市清原町 5-8
 TEL 0276-37-8285　FAX 0276-37-8292

代表取締役社長
青　木　規　夫

41 日本情報産業㈱　前橋支社  〒 371-0024　前橋市表町 2-5-1
 TEL 027-224-8311　FAX 027-224-8345

代表取締役社長
田　島　　　浩

42 日本電気㈱　群馬支店  〒 371-0024　前橋市表町 2-9-9　明治生命前橋ビル
 TEL 027-243-8080　FAX 027-243-8086

支店長
伊　東　　　寛

43 ㈱春木堂  〒 371-0855 　 前橋市問屋町 1-9-7
 TEL 027-252-2345　FAX 027-252-2344

代表取締役社長
鈴　木　伸一郎

44 ㈱東日本技術研究所　  〒 370-0841　高崎市栄町 18-4　武山ビル２Ｆ　
 TEL 027-387-0588　FAX 027-387-0586

代表取締役
鈴　木　茂　夫

45 東日本電信電話㈱　群馬支店  〒 370-8666　高崎市高松町 3
 TEL 027-326-0641　FAX 027-320-1541

支店長
五十嵐　克　彦

46 ㈱日立製作所　群馬支店  〒 370-0841　高崎市栄町 16-11　高崎イ－ストタワ－４Ｆ
 TEL 027-324-6451　FAX 027-324-4499

支店長
神　田　昭　夫

47 藤田ソリューションパートナーズ㈱  〒 370-0069　高崎市飯塚町 1174-5
 TEL 027-361-7111　FAX 027-361-4070

代表取締役社長
藤　田　　　実

48 富士通㈱  群馬支店  〒 370-0841　高崎市栄町１４－５　内堀ビル
 TEL 027-325-1212　FAX 027-323-4483

支店長
安　藤　直　樹

49 ㈱プランニング  〒 371-0817　前橋市橳島町 161-5
 TEL 027-290-3232　FAX 027-290-3233

代表取締役
町　田　英　之

50 日本マイクロソフト㈱  〒 370-0849　高崎市八島町 58-1　ウエスト・ワン　ビル
 TEL 027-345-8600　FAX 027-345-8610

地域営業統括
浅　野　秀　昭

51 ㈱前橋大気堂  〒 371-0023　前橋市本町 2-2-16　
 TEL 027-231-1661　FAX 027-234-3221

代表取締役社長
降　旗　栄　二

52 マクロ㈱  〒 370-0044　高崎市岩押町 5-24
 TEL 027-326-7077　FAX 027-326-6700

代表取締役社長
竹　内　　　健

53 ㈱本島ビジネスセンター  〒 370-0829　高崎市高松町 12
 TEL 027-322-4673　FAX 027-325-0612

代表取締役社長
本　島　東　男

54 ㈲山　翔  〒 372-0855　伊勢崎市長沼町 613-7
 TEL 0270-31-1447　FAX 0270-31-1461

代表取締役
山　川　幸　洋

55 リード㈱  〒 379-2154　前橋市天川大島町 3-60-1
 TEL 027-263-3234　FAX 027-263-3380

代表取締役社長
大　野　敏　夫

56 ㈱リサージュ  〒 379-2121　前橋市小屋原町 1419-3
 TEL 027-280-8125　FAX 027-280-8129

代表取締役社長
五十嵐　　　敦

57 ㈱両毛システムズ  〒 376-8502　桐生市広沢町 3-4025
 TEL 0277-53-3131　FAX 0277-52-0188

代表取締役社長
田　代　一　郎

58 ㈱両毛ビジネスサポート  〒 376-0013　桐生市広沢町 5丁目 1633 番地
 TEL 0277-70-6600　FAX 0277-70-6605

代表取締役社長
立　木　留　吉

58社 ［平成23年２月１日現在（50音順）］
ホームページをご覧になる場合は、ＧＩＳＡホームページ（http://sunfi eld.ne.jp/gisa/）の「会員名簿」をクリックして下さい。（一部未掲載あり）
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　今年で８回目となります、大学等就職指導者と企業採
用担当者及び事業主・経営者との就職情報交換会が開催
されました。参加企業数が減少しましたが、活発な意見
交換が行われました。魅力ある情報サービス産業をア
ピールするとともに、情報サービス業界を大学等就職指
導担当者の方々により理解していただき、一人でも多く
の優秀な人材を業界に獲得する目的として開催されてい
ます。学校側からは、それぞれの学校の特徴や、昨年に

もまして厳しい内定状況が語られ、企業へは現在の採用活動の状況（特に、2011年採用をまだ
行っているか等）、学生に求める採用基準等の質問がありました。企業担当者からは、採用活動
を進める上で、率直に感じたことや学生へ望むものや多くのアドバイスがありました。採用環境
の悪化もあり、厳しい状況ながら、出席者の率直な意見交換は、有意義な情報交換の場となりま
した。また、平成23年４月28日（木）に開催する「合同
会社説明会」についての説明があり、新卒者だけを対象
としたものではなく、既卒者や経験者も対象としている
点をアピールし、改めてポスターならびにチラシを送付
する旨が紹介されました。後日、参加の学校企業担当者
からは、この情報交換会をきっかけにお互いの交流を密
にして、積極的な就職・採用活動が進められるとの感想
が届きました。

ビジネスセミナー
「こころの健康」
講　　　師　前橋市保健所　健康増進課　井野祐美子主査保健師・小林美智子保健師
開催日・開催場所　平成22年９月３日（金）  群馬県勤労福祉センター　第３会議室
参　加　者　会員会社の経営者、総務･人事担当者、ビジネス部会員　   31名　
　うつ病等による心の病で、長期的な就業障害を起こすことは、本人はもとより、企業にとって
も優秀な人材が失われてしまう事態でもあり、 近年は企
業の『安全配慮義務』が問われるケースも増えてまいり
ました。このような、昨今企業の人事担当者を悩まして
いる、職場のメンタルヘルス対策「心の健康」をテーマ
に、ビジネスセミナーを開催しました。講師に前橋市保
健所井野祐美子主査保健師を招き、心の病への正しい理
解と会社と社員の双方を救う具体的対応方法をご講演い
ただきました。第１部では、ＤＶＤによる再現ドラマで、
心の病を患うそれぞれの立場の実例を、より身近に感じました。ストレス社会と呼ばれる現代、
うつ病をはじめ「こころの病」は、誰もがかかる可能性があります。その治療には、早期発見と
周りの温かい思いやりと病気への理解が大変重要であることをより理解できたセミナーでした。 

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

開　催　日　平成22年11月５日（金）
開 催 場 所　ビエント高崎　
参  加  者　学校16校／19名、会員企業６社・スタッ

フ／12名
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ＳＥ等人材育成研修

平成22年９/17～平成23年１/29に７講座12日間
第１講座　技術者の対人スキルとリーダーシップ向上
第２講座　ソフトウェア・エンジニアリング入門（レビュー技術）
第３講座　ソフトウェア・エンジニアリング入門（テスト設計）
第４講座　プロジェクト管理技法習得（基礎）
第５講座　プロジェクト管理技法習得（実践）
第６講座　データベース基礎
 

　この研修は、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人材育成支援の中心事業として実
施しております。質の高い講座を、地元で安価で受けられるこ
とで、毎年度大変人気のある研修です。また、同業他社の受講
者とは良い緊張感の中で情報交換や交流の場ともなっていま
す。いずれの講座も、より実践的で、演習やグループ討議が多
く取り入れられた研修です。グループ討議や発表では、いろい
ろな視点や考え方、意見を聞くことができて大変新鮮であった

との受講者の評価が多くありました。受講者総数は、昨年度を大幅に超え189名でした。各講座
ともに教育技術部会員に、交替で支援をいただきました。
※　教育技術部会では、各研修終了後、受講者を対象にアンケートを実施しております。その調
査結果を来年度の研修に反映させ、皆様のニーズに添った企画を提案させていただくつもりで
おります。ご期待ください。ぜひ、次年度も、地元で良質なＧＩＳＡ研修を安価で体験してみ
てください。

会員会社支援事業　ＧＩＳＡ合同新入社員研修会開催案内
「知っている」から「できる」へ

　今年のＧＩＳＡ合同新入社員研修会はビジネスシミュレーション研修です。４／14（木）・15
（金）群馬県勤労福祉センターで開講します。同業種に就職した同世代の若者が一同に会し、経
営の疑似体験を行うマネージメント研修です。基本的なビジネスマナーやコミュニケーションの
基本原則を確認し、行動を強化することをねらいに、他社混成のグループを編成し、仕事の仕組
みや企業間競争を疑似体験し、顧客志向・利益志向型人材の育成を目指すもので、緊張感と活気
あふれる研修です。会員各社の多くの新人の参加をお待ちしています。

ステップ１ 「みんなで会社を設立しよう」
（会社設立とチームワークの強化） ←会社紹介コンテスト

ステップ２ 「ビジネスに電話は欠かせない」
（電話応対と敬語のマナー） ←電話応対コンテスト

ステップ３ 「私が、会社の代表だ」
（会社訪問と来客対応のマナー） ←仕事の仕組みを知る

ステップ４ 「仕事は迅速かつ正確に」
（仕事の仕組みを知る） ←各社コンペティション

ステップ５ 「仕事に終わりはない」
（ＰＤＳの重要性、顧客志向と利益志向） ←損益確定・発注先の決定

≪会員会社には、詳細をメールにてご案内しますが、内容等の詳細は事務局へお問い合わせください。≫
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合同会社説明会の開催　参加企業募集

　平成24年卒業予定の情報サービス産業関連企業を志望する学
生や既卒者も対象に、ＧＩＳＡ会員企業を知ってもらう絶好の機
会です。是非、会員企業各社の参加をお願いします。

１．日　　時　　平成23年４月28日（木）13：30～16：00
２．場　　所　　ビエント高崎　エクセルホール
３．内　　容　　会員会社のブ－スをそれぞれ設け、参加学生に

就職情報を提供する
４．参 加 費　　１社　50,000円　（学生無料）

社　名　株式会社　オオタヤ　　　　
所　属　営業部営業開発グループ　　
氏　名　野口　祐輔
①　ＯＡ機器・オフィス用品の新人営業として、地元前橋を拠点に、
お客様に価値のあるお役立ちと笑顔・元気をお届け出来るように頑
張っております。
②　野球というスポーツに出会い、前橋商業高で夢の甲子園に出場し
その後大学、現在でも趣味の域を超えて現役で活動しています。ま
た、自身未踏の地を旅することが趣味のひとつです。
③　公私とも尊敬できる上司方と仕事が共に出来ることと、営業の仕事柄から多くの方とお逢
いでき、多種多彩なお話しを聞かせて頂けることによって、私自身の知らなかった分野等で、
広く視野を持てるようになったこと。
④　まず一人前といえる大人、社会人として成長していきたいと思い会社の、また社会の歯車
の一部として責任を持った人間になっていきたいと考えております。

社　名　株式会社プランニング　　　　　
所　属　企画開発部　２課　　　　　　　
氏　名　塚田　隆太　
①　主にプログラム開発、ホームページ作成です。
②　土日は一日中、音楽活動をしています。バンドのメンバーとスタ
ジオで練習したり作詞作曲をしたり、県内から都内まで路上ライブ
や様々なイベントライブに出演しています。ラジオの収録やアルバ
ムを作ったりもしています。
③　自分が開発に携わったシステムを納めに行った時に、自分の思っ
ていたようにシステムが動いてくれたことです。
④　まだまだ自分の能力を出し切れていないような気がするので、色んなことにチャレンジし
て、色んな可能性を見つけて会社の力に少しでもなれるようにすることです。

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 )

（敬称略）



☆ 代表者変更　（新・敬称略）
日本マイクロソフト株式会社 
　（平成 23 年２月１日社名変更）

地域営業統括　浅野　秀明

☆ 会員情報　
◎サンフィールド・インターネットでは地
域ナンバーワンプロバイダーを目指し、
法人様向けに各種サービスを提供してお
ります。独自ドメイン名を利用したレン
タルサーバーサービス（バーチャルホス
ティングサービス Plus）やホームページ
製作などお気軽にご相談ください。
◎株式会社クライム “ 特許出願中 ” レ
ビュー支援ツール｢ＣＲＳ｣ＮＥＷバー
ジョン販売開始。設計ドキュメント、ソー
スコードのレビュー効率を飛躍的に向上
させます。開発業務での品質向上にお役
立て下さい。
◆ＣＲＳ　クラウド対応版◆
　2011 年発売予定。

協会だより

　今年は例年になく冬が寒いですね。同様
に就活も寒い模様です。そんな中でこれから
この業界に入ってくる方々、業界１、２年目の
方々はこの寒い経済状況を是非とも暖かい
ものにして頂きたい、そう言う心構えで頑
張ってもらいたいものです。もちろん我々経
営陣も通年春爛漫を目指して頑張っていく
次第ですので、力合せて200万パワー！で行
きましょう！　　　　　　　　　   【降旗】

編集後記

募　集募　集募　集 新規会員募集新規会員募集新規会員募集
入会は、随時受け付けております。
会員の皆様、未加入の関係企業がありましたら、
ご紹介いただきますようお願い致します。また、
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。
社団法人群馬県情報サービス産業協会　事務局
〒371-0805　
前橋市南町 2-50-1　轟ビル302号
TEL　027-226-7165　FAX　027-226-7164
Ｅmail　gisa@sunfield.ne.jp　
ＵＲＬ　http://www.sunfield.ne.jp/gisa/　

 
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。 

〒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  

経済産業省・システムインテグレータ登録・認定制度 認定企業 

同･特定システムオペレーション企業等認定制度 認定企業 

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 


