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　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。
　昨年を振り返りますと、一昨年に発生しま
した東日本大震災からの復興は本格化しまし
たが、未だに多くの被災者の方々が仮設住ま
いを余儀なくされています。また、経済環境
におきましては、この復興需要の下支えは
あったものの、海外経済の減速傾向に円高も
あいまって輸出は低迷し、デフレに明け暮れ
た一年でもありました。しかしながら国内は
もとより海外においても政権交代が相次ぎ、
新政権の経済対策によるデフレからの脱却、
景気回復への期待が高まりを見せています。
　このような環境の中で、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
う産業としまして、安定的なサービスを提供
できる体制の更なる充実と、常に進化し続け
るＩＴ技術に対応し、十分な業務知識を持っ
た技術者を育成することで、より高度で利便
性の高いサービスを提供することが重要な課
題であります。
　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、努力する
所存でございますので、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。

　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、本県の立地優位性が評価されたこ
となどにより、上期の工場立地面積は全国１
位となりました。また、本県の魅力ある観光
地に多くの方が訪れるなど、東日本大震災で
打撃を受けた本県経済も震災前の水準にまで
回復してまいりました。
　本年は、物流拠点やバックアップ機能の誘
致を強力に進めるほか、次世代産業分野への
支援に積極的に取り組んでまいります。また、
アジアからの誘客促進や中小企業の海外事業
展開を支援することにより、本県の活力をよ
り一層高めていきたいと考えています。
　さて、急速に普及している携帯型端末をは
じめとして、情報通信技術は、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、貴業界にとっても、大きなビジ
ネスチャンスであり、積極的な事業展開を期
待しますとともに、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

会長　秋山　　力 根岸冨士夫

一般社団法人
　群馬県情報サービス産業協会　 群馬県産業経済部長
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　新春恒例の賀詞交歓会が平成 25 年１月 28 日（月）前橋テルサ
９階「つつじの間」において、ご来賓及び、会員の皆様 91 名の
出席のもと開催されました。協会を代表し秋山力会長より、新年
の挨拶があり、次にご来賓を代表して、群馬県産業経済部長根岸
冨士夫様よりご祝辞をいただきました。群馬県・大学・関係団体・
報道機関等より９名のご来賓の紹介の後、岩崎副会長の挨拶と乾
杯の音頭により懇談となりました。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、新春講演会の講師として講演いただきました、相模屋食料
株式会社代表取締役社長 鳥越淳司氏にもご出席いただきました。
中締めは、松下副会長に、威勢よく１本締めの音頭をとっていた
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。

　第 22 回新春講演会が、１月 28 日（月）前橋テルサ８階「け
やきの間」において開催され、相模屋食料株式会社代表取
締役社長鳥越淳司氏 に、「伝統は革新の連続 ～おとうふをおもしろくする～」と題して、講演い
ただきました。鳥越氏は、豆腐業界で異例な年商 100 億を突破し、なお成長を続けている企業の

若き 39 歳の経営者です。講演では、まず「プライドを捨
てる」ことから始まり、熱い思いを持ち続けることの大切
さ、比較の世界と創造の世界の違い、考える時のポイント
は自らの言葉で考える等々大変わかりやすい内容で、飾ら
ない言葉で熱く語る姿に、その実績もさることながら、参
加者からは、力をもらい元気がでました、との声が寄せら
れました。お忙しいスケジュールの中、鳥越氏にはこの日、
講演会終了後賀詞交歓会にもご出席いただきました。 

群馬県産業経済部 部長　根岸冨士夫様

群馬県産業経済部商政課 課長　須藤　文規様

群馬県企画部情報政策課 次長　齋藤　浩一様

前橋工科大学 学長　辻　　幸和様

群馬県中小企業団体中央会 専務理事　中山　正司様

群馬県産業支援機構 経営支援課長　堀内　紀昭様

㈱上毛新聞社 広告局次長兼企画部長　鎌田　一郎様

㈱群馬経済新聞社 専務取締役　小曽根要人様

特定非営利活動法人ＩＴ C群馬 理事長　木嶋　　隆様

 （順不同）

もしろくする 」と題して 講演い

賀詞交歓会

第 回新春講演会 、 月 日（月）前橋テ サ 階 け第 22 回新春講演会が、１月 28 日（月）前橋テルサ８階「け

　講演テーマ

　「伝統は革新の連続
 ～おとうふをおもしろくする～」

相模屋食料株式会社　代表取締役社長　鳥越　淳司氏

ご来賓の皆様

新春講演会
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第21回 ぐんま情報化フォーラム開催

テーマ「スマートデバイス活用によるワークスタイル変革最前線」
～数多くの導入実績から見えてきたソリューション活用事例～

≪平成24年９月20日～平成25年１月17日の間、全８講座を開講≫

　平成24年10月24日（水）前橋テルサホールにおいて、第21回ぐ
んま情報化フォーラムを開催致しました。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、任意団体発足時から、本年で21
回を数えました。会場には、会員・一般・大学生等200名を超える来場者があり、開会式では秋山
力会長の挨拶に続き、ご来賓の前橋市長山本龍様、県産業経済部長代理商政課長須藤文規様より
ご祝辞をいただきました。講演は、富士通㈱群馬支店の協力を得て、富士通㈱統合商品戦略本部
TRIOLEオファリング推進部 シニアマネージャー西山聡一氏を講師に、スマートデバイスを活用し
て企業の新しいビジネススタイルを模索する動きが活発になってきている現在、国内企業での数多

くの導入実績から「ワークスタイル変革」に効果的
なソリューション事例や、スマートデバイス導入が
進む一方、セキュリティの不安も高まり、安心して
モバイルワーキングを実現するための考え方と、利
用形態に合わせた最適なセキュリティ対策を紹介し
ていただきました。参加者からは、具体的事例が多
く、また映像資料も大変わかりやすかった、スマート
デバイスの活用は、社員の生産性の向上や、ビジネ
スチャンスの拡大につながる重要な課題であること
が理解できた、等々の感想が寄せられました。

　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。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。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。今年度も受講総
数は、199名となり、実績あ
る講師による研修は、より

実践的で、演習やグループ討議が多く取り入れられ、各社の
先輩後輩たちから、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感想が多くありました。また、
今年は、昨年度要望が多くあったマネジメント研修を、１講
座増設し３講座として、１社の申込制限を設けず、多くの方々
に参加していただきました。教育技術部会では、各研修終了
後、受講者にアンケートを実施、その調査結果を次年度の研
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。ぜひ、次年度も、地元で良質なＧＩＳ
Ａ研修を体験してみてください。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。

場者があり 開会式では秋山

実践的で 演習やグル プ討議が

ビジネスが変わる　－スマートフォン－

人材育成技術・マネジメント研修　
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■開催日　平成24年９月12日（水）
■開催場所　群馬県勤労福祉センター　第３会議室
■参加者　33名（経営者、総務･労務・人事担当者、ビジネス部会員）
■講　　師　前橋市健康増進課相談支援係 保健師　狩野鎮江氏
 精神保健福祉士　嶋田理絵氏

　職場において強い不安、ストレス等を感じる労働者、う
つ病等を要因とする休職者数、精神障害等による労災支
給、ともに増加傾向にあります。このような状況の中、社員
が能力を十分発揮し、活躍する事は人的資源の有効活用を
はじめ労働生産性の維持・向上にも繋がることから、職場に
おける健康管理に対する取り組みは、より一層必要とされ
ています。本セミナー前半では、ＤＶＤの事例を視聴し、後
半に保健師、精神保健福祉士を講師に、メンタルヘルスの
不調予防と対処方法等のポイントをお話いただきました。

■開催日　平成24年12月５日（水）
■開催場所　群馬県勤労福祉センター　第３会議室
■参加者　27名（経営企画・総務部門等関係者、ビジネス部会員）
■講　師　田村　元臣氏（㈱ジーシーシー　企画部企画Ｇ）
　個人情報漏洩は増加し続けており、危機管理体制の構築は
非常に重要なテーマです。本セミナーでは、情報漏洩防止及び事故発生後、被害を最小限に食い止

めるための技術的及び物理的安全管理処置・個人情報の取
り扱い、契約処理等について、過去のさまざまな事例を基に
お話しいただきました。なかなか、マスコミ等で報道されな
い、顛末や、当時の当事者である企業の混乱、とても対岸の
火事ではないその悲惨なその後等々、大変興味深く、重く受
け止めるべき内容のお話でした。最後に、どんな対策を設け
ても、そこに働く人の意識が低ければ意味のないものになっ
てしまうという、講師の言葉が強く心に残るセミナーでした。

■開催日　平成24年11月14日（水）
■開催場所　ビエント高崎　602号室
■参加者　学校 12校13名・企業７社14名（事務局を含む）
　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
は、魅力ある情報サービス産業をアピールするとともに、業界を
各学校の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
目的に開催されています。採用環境への課題はまだまだ多く、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を設け、その課題解決に
役立てていただけるようにとの思いで開催され、回を重ね、今
回で第10回となりました。学校側からは、昨年の同時期に比べ、
内定率が上がり、求人票も増えてきている、厳しい就職状況が
続いてきたが、改善の兆しも見える中、学生の現況等が紹介さ
れました。また、率直かつ熱心な学校側からの質問に、企業側
からは、採用の基準等普段の採用の現場で感じている学生へ
の誠実な回答があり、有意義な情報交換の場となりました。

ストレス等を感じる労働者 う

故発生後 被害を最小限に食い止

多くの優秀な人材を業界に獲得する

ビジネスセミナーⅠ「こころの病気　うつ病」

ビジネスセミナーⅡ「情報漏えい事故対策」

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
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　今年もＧＩＳＡの新入社員研修会はビジネスシミュレーション研修です。同業種に就職した同
世代の若者が一同に会し、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。
また、インストラクター・スタッフとして会員会社採用・教育担当者に支援をいただき、フィー
ドバックを重視、チーム活動の重要性が体感でき、自ら気づきを得る研修がねらいです。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25年４月18日（木）・19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 ▼ 10,000円／資料代・２日分の昼食代を含みます。　対象者 ▼新人・既卒

社名：電通システム株式会社　　　所属：営業部
氏名：下田　和弥 さん
①新人営業マンとして、ＯＡ機器・通信設備機器等の販売を、地
元群馬県を中心に営業活動をしています。
②特技は、棒高跳びです。趣味は、スノーボードです。季節に合
わせたスポーツが好きで、棒高跳びでは過去 6度、全国大会に
出場しています。
③右も左もわからない私に日頃、上司や諸先輩方から熱心な指導をいただきながら仕事ができて
いることです。
④まだまだ過渡期である、本業界の中でもより先進的なものを取り入れながらお客様によりよい
プロポーサルをしていけるような社員になりたいと思っています。そのために、まずは、自ら
知識やキャパシティーを広げられるよう、多くの知識を得ていきたいです。　

社名：株式会社モザイク　　　所属：ソリューションシステムグループ開発チーム
氏名：霞　　信介 さん
①リリース前テスト、ＰＣやプリンタの設定
②スキー
③誰もが優しく、とても丁寧に仕事を教えてくれたこと。
④会社の人の優しさに甘える事なく、一つ一つ仕事を大事にこな
していきたい。

社名：株式会社モザイク　　　所属：ソリューションシステムグループ開発チーム
氏名：狩野　　誠 さん
①新規システムの画面設計をしています。
②映画鑑賞です。
③初めて自分で作った画面が実際に動いていたとき。
④上司や先輩に教えて頂いたことをすぐにできる自分の力に変え
ること。

いただきながら仕事ができて

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 )

我が社の我が社の

レッシュさんフ

新入社員研修会開催案内　“同業他社先輩インストラクターから学ぶ”
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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
社　　　名 役　　　職 代表者名 〒 所　在　地 電話番号 ＦＡＸ

1 ㈱アイエムエス 代表取締役 尾高　一秀 371-0847 前橋市大友町1-12-21友貴ビル２Ｆ 027-251-7474 027-251-7473

2 ㈱アイメックス 代表取締役 山口　　豊 379-2312 みどり市笠懸町久宮532-9パステークガーデンＦ201 0277-32-3338 0277-32-3339

3 朝日印刷工業㈱ 代表取締役社長 石川　　靖 371-0846 前橋市元総社町67 027-251-1212 027-253-3475
4 ㈱アドテックス 代表取締役社長 佐藤　弘男 370-1201 高崎市倉賀野町2454-1 027-320-2800 027-320-2333
5 荒瀬印刷㈱ 代表取締役社長 内藤　賢治 370-0077 高崎市上小塙町733 027-343-4132 027-343-8319
6 学校法人有坂中央学園 理事長 中島　利郎 371-0844 前橋市古市町1-49-4 027-253-5544 027-254-0605
7 ㈱オオタヤ 代表取締役社長 都丸　和俊 371-0855 前橋市問屋町1-10-7 027-251-5217 027-251-5238
8 ㈱沖情報システムズ 代表取締役社長 鈴木　康久 370-8585 高崎市双葉町3-1 027-325-1525 027-324-9656
9 ㈱ＯＰＥＮＥＲ　 代表取締役社長 六本木佳代子 372-0011 伊勢崎市三和町2742-3 0270-23-0616 0270-21-3999

10 ㈱クライム 代表取締役社長 金井　　修 370-0841 高崎市栄町16-11高崎イーストタワー13Ｆ 027-395-5001 027-395-5002

11 ㈱クラフト 代表取締役 猪熊　文二 371-0804 前橋市六供町1105-8 027-290-3511 027-290-3890

12 ぐんぎんシステムサービス㈱ 代表取締役常務 堀口　　久 371-0846 前橋市元総社町171-1ぐんぎんリースビル４Ｆ 027-289-6000 027-210-7160

13 ㈱群　電 代表取締役社長 木村　清高 371-0805 前橋市南町1-10-10 027-224-1681 027-223-3334
14 ㈱群馬電子計算センター 代表取締役社長 松平　　緑 379-2154 前橋市天川大島町1125 027-261-5057 027-263-1682
15 ㈲コムウェア 代表取締役 濱田　博文 373-0801 太田市台之郷町601-2 0276-48-0811 0276-48-0815

16 コンピュートロン㈱ 代表取締役社長 柳井　保平 371-0855 前橋市問屋町1-11-2豊栄問屋町ビル 027-253-3411 027-253-3643

17 サンデンシステムエンジニアリング㈱ 代表取締役社長 富澤　秀人 372-0801 伊勢崎市宮子町3450-8 0270-21-9641 0270-21-5757
18 ㈱シー・エス・エム 代表取締役社長 島崎　真澄 370-0845 高崎市新後閑町4-8 027-310-3311 027-310-3355
19 ㈱ジーシーシー 代表取締役社長 松平　　緑 379-2154 前橋市天川大島町1125 027-263-1637 027-261-1445
20 システム・アルファ㈱ 代表取締役社長 廣山　武雄 371-0847 前橋市大友町2-23-5 027-253-1800 027-255-1540
21 システム開発㈱ 代表取締役 須藤　貞男 379-2234 伊勢崎市東小保方町3992-35 0270-62-5543 0270-20-2088
22 ㈱システムハウスグローバル 取締役社長 浅川　岩雄 375-0016 藤岡市上栗須479-1 0274-23-8258 0274-24-4075
23 情報システム㈱ 代表取締役社長 大谷　淳一 370-0032 高崎市宿大類町1461-1 027-350-1277 027-350-1278
24 ㈱神明電気 代表取締役 神山　　勝 370-0004 高崎市井野町321 027-370-1104 027-370-1103
25 ㈱スリーアイ 代表取締役 池田　康雄 370-0857 高崎市上佐野町1085-3 027-324-6711 027-324-9588
26 ㈱総合電子計算センター 代表取締役社長 松本　長光 370-0807 高崎市歌川町72 027-327-1500 027-327-0921
27 ㈱創美社 代表取締役社長 初谷　浩道 371-0844 前橋市古市町1-4-3 027-251-6790 027-251-8744
28 ㈱高崎共同計算センター 代表取締役社長 岩崎　正弘 370-0006 高崎市問屋町2-7-1 027-361-0346 027-361-7050

29 ㈱高崎情報サービス 代表取締役 髙村　　正 370-0052 高崎市旭町44-2旭町ビル502号 027-320-1190 027-320-1192

30 ㈱たけのうち電器 代表取締役 竹之内正行 378-0051 沼田市上原町1756-381 0278-23-8111 0278-22-3668
31 ㈱テクノソレイユ 代表取締役 齋藤　英男 370-0851 高崎市上中居町51-1 ＥＳＴ900ビル 027-328-2313 027-328-2314
32 電通システム㈱ 代表取締役社長 嶋方　智之 370-0073 高崎市緑町2-4-5 027-361-3211 027-362-8311

33 ㈱東芝　首都圏支社　 支社長 田尻　澄夫 330-0802 さいたま市大宮区宮町1-114-1ＯＲＥ大宮ビル 048-640-1106 048-640-1193

34 ㈱トムスシステム 代表取締役社長 山口　拓夫 371-0222 前橋市上大屋町16-13 027-230-4100 027-230-4101
35 ㈱ナブ・アシスト 代表取締役社長 望月　明夫 371-0846 前橋市元総社町521-8 027-253-1633 027-253-1589
36 ㈱日東システム開発 代表取締役社長 青木　規夫 373-0012 太田市清原町5-8 0276-37-8285 0276-37-8292
37 日本情報産業㈱　前橋支社 代表取締役社長 田島　　浩 371-0024 前橋市表町2-5-1 027-224-8311 027-224-8345

38 日本電気㈱　群馬支店 支店長 伊東　　寛 371-0024 前橋市表町2-9-9明治生命前橋ビル 027-243-8080 027-243-8086

39 ㈱春木堂 代表取締役社長 鈴木伸一郎 371-0855 前橋市問屋町1-9-7 027-252-2345 027-252-2344
40 東日本電信電話㈱　群馬支店 支店長 榊原　　明 370-8666 高崎市高松町3 027-326-0641 027-320-1541

41 ㈱日立製作所　関東支社北関東支店 支店長 長倉　一茂 370-0841 高崎市栄町16-11高崎イーストタワー４Ｆ 027-324-6451 027-324-4499

42 富士通㈱　群馬支店 支店長 西川　信彦 370-0841 高崎市栄町14-5内堀ビル 027-325-1212 027-323-4483

43 ㈱プランニング 代表取締役 町田　英之 371-0817 前橋市橳島町161-5 027-290-3232 027-290-3233
44 ㈱前橋大気堂 代表取締役社長 降旗　栄二 371-0023 前橋市本町2-2-16　 027-231-1661 027-234-3221

45 ㈱モザイク 代表取締役 浅見　秋美 371-0024 前橋市表町2-18-19カーニープレイス前橋４Ｆ 027-220-1764 027-220-1765

46 ㈱本島ビジネスセンター 代表取締役社長 本島久仁倫 370-0829 高崎市高松町12 027-322-4673 027-325-0612
47 ㈲山　翔 代表取締役 山川　幸洋 372-0855 伊勢崎市長沼町613-7 0270-31-1447 0270-31-1461
48 リード㈱ 代表取締役社長 大野　敏夫 379-2154 前橋市天川大島町3-60-1 027-263-3234 027-263-3380
49 ㈱リサージュ 代表取締役社長 五十嵐　敦 379-2121 前橋市小屋原町1419-3 027-280-8125 027-280-8129
50 ㈱両毛インターネットデータセンター 代表取締役社長 田中　　桂 376-8503 桐生市広沢町3-4025 0277-55-1000 0277-55-1001
51 ㈱両毛システムズ 代表取締役社長 秋山　　力 376-8502 桐生市広沢町3-4025 0277-53-3131 0277-52-0188
52 ㈱両毛ビジネスサポート 代表取締役社長 秋山　　力 376-0013 桐生市広沢町5-1633 0277-70-6600 0277-70-6605

　　（50音順）



新入会員紹介（敬称略）

協会だより

☆ 会員情報

株式会社アイメックス

 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/ 
 

 

JIPDEC・プライバシーマーク制度 認定企業 

ISO/IEC 27001：2005 （JIS Q 27001：2006） 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 

　株式会社アイメックス
は、平成24年４月に設立さ
れたばかりの、アプリケー
ションを中心としたソフト
ウェア開発の会社です。受
託開発の他、パッケージソ
フトの開発・販売なども行っております。まだ最初
の一歩を踏み出したばかり、よちよち歩きの小さ
な会社ですが、少しでも地域発展のお役に立てる
よう全力を尽くして参ります。
　ご指導・ご鞭撻の程、何卒よろしくお願いいたし
ます。

代表者変更  （新・敬称略）
　東日本電信電話株式会社　群馬支店　
　支店長　榊原　明
 社名・代表者変更  （敬称略）
株式会社両毛インターネットデータセンター
（旧社名）株式会社サンフィールド・インターネット
代表取締役社長　田中　桂
株式会社　日立製作所　関東支社　北関東支店
支店長　長倉一茂
本社移転
株式会社クライム
〒370‐0841　高崎市栄町16-11高崎イーストタワー13F
TEL027-395-5001／FAX027-395-5002

両毛インターネットデータセンターではインター
ネットサービスプロバイダ事業、クラウドサー
バーサービスやホームページ制作など法人様向け
に各種サービスを提供しております。インター
ネットやデータセンターに関することはなんでも
お気軽にご相談ください。

代表取締役
山　口　　　豊 　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

新規会員募集

　新年明けましておめでとうございます。今年も
寒い日々が続いていますね。そんな中ですが、今回
は“今”をテーマにふと思ったことを書いてみまし
た。
　政権も自民党へ戻り、あらゆる方向から新政権
への期待度が増している今、我が群馬県・我が情報
産業がどのように生きていくかを今一度考えるい
い機会だと思っています。その今をビジネスチャ
ンスとして如何に結びつけるか、産業活性化へ今
何をするか、社会や人材へ今何をアピールするか
等々、いっぱい“今”考えることって浮かびますよ
ね。後に何かを成し遂げた時の起因が“今”だった
ら、何か今やる気出てきませんか？
　今年もみなさん、頑張っていきましょう！

降旗

編集後記


