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　新年明けましておめでとうございます。

　昨年の３月には県民の皆さんが予想もしない福岡西方沖地震の発生、異常な暑さの長

い夏、台風14号による局地的な集中豪雨と大変な年でした。また、イラク情勢、巨大な

ハリケーン等による原油高で経済活動に深刻な影響が出始めてきています。

　さて、情報サービス産業業界はかって、コスト削減で開発の一部を中国等の人件費の

安い国へ外注に出してきました。しかし今、中国、韓国、インドといった国が日本人よ

り日本語が詳しくなれと特訓し、必死で勉強をさせて日本の業務のアプリケーション開

発に乗り出してきております。その分野で強かった中小企業のソフト業界は、今や中国、

韓国、インドは安くて出せる外注先という立場から、我々への競合相手として成長して

きています。彼らは品質もISO9001やCMMなど国際的にも評価が高い資格を持って攻め

てきています。

　アプリケーション開発や技術は高度なネットワークとその接続、モバイル、他の業務

との連携、セキュリティ、個人情報保護対策など一
いち

中小企業の技術レベルではとても対

応できない状況となり品質、コスト、納期とその競争力に厳しい状況がでてきています。

　これらを克服するには、我々の得意な強みを生かし現場に密着した活動と、業務特化、

そしてその問題を解決する提案力であると思います。そのためには各種の社員教育研修

が求められ、優秀な現場対応型社員をいかに育成するかにかかってます。

　昨年はFISA法人化10周年となり、その記念式典には九州経済産業局、福岡県、福岡市、

社団法人情報サービス産業協会（JISA）、全国地域情報産業団体連合会（ANIA）からもご

出席していただき、200名近くの参加者で10周年を祝うことができました。このことは

その多くの方々のFISAに対する期待が非常に大きくなってきている証だと思います。

　今年は政府の2010年に向けたユビキタス社会のu－Japan戦略がいよいよ具体的にすす

められていきます。｢いつでも・どこでも・なんでもつながる｣というユビキタス社会へ

向けて164社の会員のお互いのノウハウ、強みを連携していけば必ずや新しい道が開か

れることを確信するものであります。

　そのため当協会といたしましても、顧客重視・社員重視を目標にかかげ、委員会・協

会活動を強めてまいります。

　今後の皆様の一層のご支援、ご協力をいただけますよう宜しくお願い申し上げます。

　最後になりましたが今年も会員企業の皆様にも良い年でありますよう祈念いたします。
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名誉会長

小 林  孝 雄
㈱ＦＣＣテクノ
代表取締役社長

副会長

石 松  健 男
安川情報システム㈱
代表取締役社長

理事

野 見 山  秀 之
NCBコンピューターサービス㈱

代表取締役社長

理事

石 橋  博 光
㈱シティアスコム
代表取締役社長

理事

森 重  正 信
西日本コンピュータ㈱

代表取締役社長

理事

遠 藤  史 朗
フォーサイトシステム㈱

代表取締役社長

監事

福 本  博 章
富士通エフ・アイ・ピー㈱

九州支社
支社長

副会長

安 松  淳 祐
西部ガス情報システム㈱

代表取締役社長

理事

奥 山  利 樹
㈱麻生情報システム
代表取締役社長

理事

関  　 弘 文
久留米情報システム㈱

代表取締役社長

理事

松 尾  俊 彦
西鉄情報システム㈱
代表取締役社長

理事

冨 田  峰 雄
㈱ＢＣＣ

代表取締役社長

監事

前 川  總 一 郎
㈱NSソリューションズ西日本

代表取締役社長

副会長

横田  洋 介
福岡コンピューターサービス㈱

取締役社長

専務理事兼事務局長

重松  孝 士
（社）福岡県情報サービス産業協会

理事

五嶋  皓 洋
九電ビジネスソリューションズ㈱

代表取締役社長

理事

前田  　 實
㈱ソルネット

代表取締役副社長

理事

内村  祐 基
日本システムスタディ㈱

代表取締役

理事

吉川  卓 志
㈱吉川システック
代表取締役社長
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法人化10周年記念式典・記念講演・祝賀パーティ

　式典には九州経済産業局・福岡県関係者をはじめ関係機関・団体関係

者、FISA歴代役職員・委員長のご来賓の皆様と会員合わせて170名を超

える方々が参加しました。会長の挨拶に引き続き、来賓の方々を代表し

て３名の方（九州経済産業局、福岡県、JISA）にますますの躍進を祈念す

るご祝辞をいただきました。

　その後、「10年の経過報告」そして、

記念事業として取り組みました「ふくお

か・ゆめ・みらい創造コンテスト」と「障

害児福祉施設へのパソコンの寄贈」の紹

介がありました。また、式典では本協

会の歴史や歴代会長による特別座談会

等が紹介された「FISAのあゆみ～法人

化10周年記念誌～」が配布されました。

これを機会に皆さんに是非ご一読いた

だけたらと思います。

　平成17年10月26日（水）、ソラリア西鉄ホテルで「法人化10周年記念行事（記念式典・記念
講演会・祝賀パーティ）」が開催されました。FISAにとって10周年という節目となった記念
事業には多くの方々にご出席いただき、大盛況のうち無事終了いたしました。

○記念式典
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○記念講演会

　記念講演会には経済評論家の原田和明氏（原田経済

研究所所長）に「米中の動向と今後の日本経済」と題し

て、ご講演をお願いいたしました。詳細なデータをも

とに、米中を中心と

した景気の動向と日本

経済の関係を要因分析

し、日本の将来像を熱

く論じられました。

　式典、講演会の後、祝賀パーティが行われました。小林名誉会長の挨拶に引き続き、遠く岐阜市から駆

けつけていただきましたANIAの辻会長にご祝辞をお願いいたしました。辻会長は本協会のこれまでの活動

を評価し、今後に大きな期待を持っておられ、本協会としては心強く思いました。その後、会場内のあち

らこちらで歓談の花が咲き和やかな雰囲気でパーティは進行しました。女性だけの和太鼓チーム「前原大和

なでし鼓」による創作太鼓演奏は会場をさらに盛り上げました。

○祝賀パーティ

５



　この所、日々のメディアで中国経済の話題は必ず

と言ってよいほど出ています。中国パワーに圧倒さ

れる思いです。私共のソフトウェア業界でも、中国・

韓国からの日本マーケットでの営業活動に接する機

会が増えているのが現状のようです。特に、中国の

ソフトウェア技術者の間では、日本語習得のための

日本語学校が大盛況と聞いています。彼等は、マー

ケットを国外に求めて日々努力をしている訳です。

　私は以前、旅行会社の経営に携わっていた時期が

ありまして、外国の観光業界の方々とのビジネスを

させていただいた経験から、日本人ビシネスマンが

国際人として活躍する事の難しさを考えさせられま

した。国際人として生き抜くノウハウとは何なのか？

　その答えは、華僑（国外に居住する中国人）の人々

の人生観の中に見出すことが出来ました。旅行会社

にいた時、海外の華僑の方々とのビシネスをやる機

会が多々あり、その中に私にとって幸運にも父親の

ような方との出会いがあり、いろいろな事を学ばせ

ていただきました。私が学んだ国際人として生き抜

くノウハウは、三つの重要な要素が有ると思います。

「第一に、競争力を身に付ける。第二に、世界中何処

へ行っても使える技術力を身に付ける。第三に、コ

ミュニケーションの力を身に付ける。」以上の三点だ

と思います。

　もう少し詳しく説明いたしますと、第一の競争力

は、幼年期より人と競争する時は決して負けない精

神力をスポーツ等を通じて身に付けることであり、

日本の小学校での平等主義的教育にはやや疑問を感

じます。子供たちに画一的に勉強、勉強と押付けず、

それぞれの子供たちは個性、特性を持っており、競

争力のある能力を伸ばしてやれば本人にとっても幸

せな人生だと思います。第二の世界中何処へ行って

も使える技術力とは、例えばエンジニア、営業マン、

医者、料理人等々、本人の能力を発揮できる世界で

技術力を習得し、伸ばしていく事だと思います。第

三のコミュニケーションの力とは、自国の言葉以外

にもう一つの外国語を身に付ける事です。例えば、

日本人のビシネスマンが日本語だけでビシネスが出

来る範囲は、全世界60億人の中で日本の1.2億人だけ

で、僅か世界の２％のビシネスチャンスでしか有り

ませんが、世界のビシネスの共通語である英語を習

得することにより、ビシネスチャンスが10倍は拡大

するものと思います。

　この様な努力をすることにより、世界中に根を張っ

た華僑の人々はそれぞれの国で成功を納めて来てい

るのです。これからの日本を背負う若い人たちには、

もっともっと世界に目を向け一流の国際人となる意

気込みと努力を期待したいと思います。

　　ビシネスでの国際人とは

随想随想

西鉄情報システム㈱　代表取締役社長　松尾　俊彦
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　教育委員会では、法人化10周年を記念して、次世代を担う小学生を対
象に、パソコンを使って描いた「福岡の夢のある未来像の絵」を募集し、

コンテストを実施しました。

目　的　１．自然や文化と調和して発展する未来像を表現することを通

して子どもたちの健やかな成長と、情報化社会の健全な発

展に寄与する。

　　　　２．パソコンを使った絵の募集により、創造性豊かな情報処理

教育の機会を提供する。

　

　厚生委員会では、社団法人化10周年記念事業の一環として社会貢献の
観点から、県内８ケ所の障害児福祉施設にパソコンを寄贈致しました。

　寄贈に際しては、各施設に厚生委員で分担してノートパソコンを持参

し、子供達へパソコンの操作指導を行うことができた施設もあります。

各施設の子供達や先生方からは大変喜ばれました。子供達は麻痺のため

に字を書くことに苦労しているので、先生方はこのパソコンによって、

文章を書く時間を増やしたいとのことでした。また、ある施設では赤い

円盤状の入力装置を利用して子供達がパソコンを利用しやすいように工

夫されています。先生方は、これをリハビリや社会適応訓練の一環とし

て使いたいとのことでした。そして、このパ

ソコンによって子供達の世界が広がるだろう

と期待を寄せておられました。

　平成17年11月15日（火）秋晴れの中、バスではお互い自己紹介などしな
がら、31名が和気あいあいと見学地に向いました。
■ソニーセミコンダクター九州㈱熊本テクノロジーセンター

　事前説明後、施設見学を行いました。工場は全てクリーンルームになっ

ているため入室が出来ませんでしたが、窓越しに映像系半導体デバイス

の製作工程を見ることが出来ました。

■再春館製薬所（薬彩工園、本社コールセンター）

　まず、敷地７万坪という阿蘇山麓にポツンと建つ自然の中の工場（敷

地面積の５％）にビックリ。

工場・管理棟は壁・屋根がソーラーパネルで覆われ、大半の電力をそれで賄い、

水は阿蘇の伏流水を使用し、化粧品の原料にもしている。本社では、テレマー

ケティングの現場を見学。100名を超す若い女性が、ワンフロアーに整然と並び、
パソコンと向き合って顧客と電話で会話している光景を見て、これまたビック

リ。

　両社に共通な点は強烈な企業理念・哲学をもっていること。（自然との調和、

環境保全、地域への社会貢献）そこには売上高・損益といった通常私達が一番

に考えることが、微塵も見当たらなかった。今回お世話になった両社のご担当

の方々に謝意を抱きつつ薄暮の中、肥後路を後にしました。

「ふくおか ゆめ みらい 
創造コンテスト」
（教育委員会）

企業見学会の報告
（教育委員会）

▲表彰式

障害児福祉施設への
パソコン寄贈
（厚生委員会）

寄贈の様子は西日本
新聞に掲載され、各施
設からは、後日お礼状
をいただきました。

福岡市社会福祉事業
団様からは、感謝状
をいただきました。

募　集　麻生情報ビジネス専門

学校の学生が作成したポスターを、県内の小学校780校に配布し、応
募を呼びかけました。

応　募　60校から144点の作品が届きました。
審　査　坂井滋和先生（早稲田大学国際情報通信研究所教授）に、審査委員長を

お願いし、合議制による審査を行いました。

入　賞　県知事賞　１点　福岡県教育委員会賞　６点

審査委員長賞　１点　　福岡県情報サービス産業協会賞　６点

表彰式・展示　平成17年10月15日（土）～ 16日（日）　TNC放送会館にて開催。
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ＦＩＳＡイベント報告

開催日 ：平成17年10月29日(土)
場　所 ：福津市　福間海岸

　当日は前日までの大雨予報を吹き飛ばし、時折晴れ間の見える天気と

なりました。

　まずは福津市「うみがめ課」の方から、アカウミガメの生態や自然環境

に関する説明があり、海のゴミは、海岸付近や河川から流入するものが

多く、また、孵化したばかりの子ガメにとっては小さなゴミも大きな障

害物となるため、ウミガメを守り、美しい海を守るためには日ごろから

の海岸清掃が必要不可欠という事です。さっそく参加者全員での清掃活動。たっ

た１時間でペットボトルや大きいものではゴムボート、車のタイヤ・流木など、

大量のゴミが集まりました。清掃活動で汗を流した後は、昼食バーベキュー。そ

して昼食後の楽しいレクリエーション大会。賞品は、福津町の海産品で、帰って

からも福津市の海の良さをたっぷり堪能させていただきました。

　来年の夏、福津市でのウミガメの産卵・孵化のニュースが流れる事を楽しみに

したいと思います。

　安川情報システム㈱　本田浩三

＜賞品提供協賛企業＞

・久留米情報システム㈱　・住友生命保険　九州総合法人部

・㈱コンピュータ教育社　・㈱吉川システック

　平成17年11月９日（水）恒例となりました委員会対抗ゴルフコンペを麻
生飯塚ゴルフ倶楽部で開催致しました。

　当日は天候にも恵まれ絶好のゴルフ日和であり日頃の業務を忘れ、豪

快なショットを披露されたことと思います。ただ、11月３日からのトー
ナメントの後ということもあり、ラフからのショットで悪戦苦闘された

方も多かったのではないでしょうか？前回同様、25名の参加者で今回は
冨田前会長から寄贈していただきました団体戦優勝カップを個人戦の取

りきりと致しました。

参加賞の「生みたて卵」は賞品を楽しみにされていた御家族に好評ではな

かったでしょうか…

【成績】

（団体成績）優　勝：企画調査委員会（２連覇）

　　　　　準優勝：広報委員会

　　　　　３　位：厚生委員会

（個人成績）優　勝：井上貴加志（厚）

　　　　　準優勝：上野　純次（企）

　　　　　３　位：西田　利博（広）

皆様のご協力ありがとうございました。次回の幹事は、厚生委員会にお願いします。

　平成17年７月７日（木）・８日（金）の２日間、福岡国際会議場
（福岡市博多区石城町）２階多目的ホールにおいて「ビジネスシヨウ

FUKUOKA2005」が開催されました。
　開催テーマは「ユビキタス社会の幕開け－進化するITビジネス＆ライ
フ」。

展示会場は、56社・団体が出展し、最新のIT機器、ソフト、携帯などを
使用したネットワーク関連のシステム・機器、印刷関連機器が展示・実

演され、２日間で8,959名の来場者を数えました。
　今回の出展の中では、九州電力グループ（６社）、NTT西日本グループ
（３社）、「ソフト＆データベースコーナー」（20社）、福岡ITビジネス交流協議会コーナー（５社）
で地元IT企業が一同に会し最新技術の情報セキュリティ関連機器、システムをはじめ、業務

効率を図る各種のアプリケーションに関心が集まりました。

また記念講演やユビキタス社会トラック・出展社プレゼン

テーションセミナー等のカンファレンスにも、多数の聴講・

参加者が詰めかけ盛会裡に終了しました。

健康ハイクに参加して
（厚生委員会）

「ビジネスシヨウ　　
　　FUKUOKA2005」

実施概要
（企画調査委員会）

「第６回情産協委員会対
抗」ゴルフコンペ開催

（広報委員会）

【ご出展いただいた会員企業】
・㈱インフォセンス ・NTTコムウェア九州㈱ ・九州日本電気ソフトウェア㈱
・㈱コア九州カンパニー ・長菱ソフトウェア㈱ ・㈱日立エイチ・ビー・エム
・㈱ＢＣＣ ・富士通エフ・アイ・ピー㈱ ・マイクロコート㈱
・マイクロソフト㈱ ・㈱安川情報九州 ・安川情報システム㈱
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社 名■グローバルブレインズ株式会社

代表者■代表取締役社長 森 俊英

本 社■福岡市博多区博多駅前2-20-15 第七岡部ビル

    Tel.092(482)1364  Fax.092(482)3954

熊本支店■熊本市上水前寺1-9-15 日新ビル

    Tel.096(385)1239  Fax.096(385)1539

設 立■1988年7月      ＵＲＬ■http://www.gbc.co.jp/ 

SolutionSolution
農業

電力

運輸

自治体 製造

システム
サポート

最適なソリューションで

お応えします

最適なソリューションで

お応えします

お客様の情報化投資目的にお応えする

システム開発を実現する

 情報システムは、単独で機能するものではありません。お客様の経営計画を

実現する手段として機能して、初めて価値が出てきます。

 システムエンジニアが、お客様の「情報化投資目的」を良く理解し、設計・開

発を実施していくことで、ご満足いただけるシステムづくりができると確信

しています。

 当社は、求められる品質・機能・納期を実現することで、お客様の情報化投資

に貢献します。

情報の共有、意思決定への参画により、

一人ひとりが主体的に動ける企業風土を築く

 ＩＴの世界は、情報工学の世界であり、良いシステムづくりには、技術に立

脚した方法論は欠かせません。

 しかし、システムを開発するのは「生身の人間」です。人間は、「物事の理解」

と「納得感」が一致した時に、最高のパフォーマンスを発揮します。

 当社では、「仕事に関する情報」、「会社の経営・運営・制度に関する情報」など

の共有、意志決定への参画を実現するために、自由闊達な議論ができる様々な

会議を設置しています。

 風土とは、まさに全員でつくり上げていくものです。当社は、このような活

動の中から、一人ひとりが主体的に動ける企業風土づくりを実践しています。

企業方針企業方針 Solution  ソリューションSolution  ソリューション

 当社は、「電力」「農業」「運輸」「自治体」「製造」「システムサポート」の６つの

ソリューションを得意分野としており、設立から18年間、様々なシステムの

提案、設計、開発に携わってきました。

 技術的には、汎用機を使用したオンライン

システム、Ｕｎｉｘ系サーバ／Ｗｉｎｄｏｗｓ

系サーバを使用したＣ／Ｓ

システム、イントラネット

などのＷｅｂ系システムな

ど、多岐にわたる提案、設計、

開発を行っています。

 また、情報システムの基盤

となる「インフラ設計／構

築」、システム運用後の「運

用サポート」にも力を入れ

ております。

グローバルブレインズ株式会社グローバルブレインズ株式会社

ＦＩＳＡの輪

FISAの輪として、「グローバルブレインズ株式会社」様をご紹介させていただきます。

企業にとってのHome－Doctorを目指して

■最高の医療が病気の予防であるように、企業にとってのソリューションとは問題を解決するこ
とよりも問題を起こさせないことが重要です。

■当社は各企業様のさまざまな事業部門に深く関わり、事業推移やコスト推移商品等の売上推移
など微細なトレンドをキャッチし原因追求と対策を提示します。

■現在は急激な変化の時代です。何年か置きにシステム変更をしていたのでは手遅れです。冷徹
な情報分析を日々行ない、業務改革、商品改革を行なう必要があります。

　情報システムは企業改革の為のリトマス紙です。

■当社の目的はお客様が利益を増大できる仕組み作りをお手伝いすることにあります。

株式会社エクシーズ

企業理念
■お客様の満足を最大の目的とします
■情熱と感動を共有する企業を目指します
■企業の発展と共に夢と幸福を追求します

経営理念
■次代の要求するマーケットを創造し
　信頼される人と技術で社会に貢献する

　新・中期経営計画事業セグメント
　  ソフトウェア受託開発事業
　　・顧客密着による受託開発（企画～保守サービス）

　　・開発技術提案型受託開発

　　・研究開発型受託開発

　  ソリューション提供事業
　　・PKG提供サービス
　　　（製造業向けERP　リードレックス社製「R－PICS」　パートナー）
　　・SIサービス
　　・Webサイト構築サービス
　　・その他特化ソリューション（簡単見積り、SEO、SEM）

　  ITサポートサービス事業  
　　・技術支援、保守・運用サービス

　　・ネットワーク、セキュリティ構築サービス

Profile of Xseeds
■社　　　名 株式会社エクシーズ
■設　　　立 1990年４月
■本社所在地 福岡市博多区博多駅前１丁目31番17号　東宝住宅ビル８Ｆ
 TEL　092－452－0762
■東 京 支 店 東京都千代田区九段南３丁目３番４号　ニューライフビル３Ｆ
 TEL　03－3512－1085
■代　　　表 取締役社長　浦上　　昭
■従 業 員 数 69名（2005年11月末時点）
■U　 R　 L www.xseeds.co.jp

　コアコンピタンス確立への取り組み
　  PMO（Project Managment Ofiice）
全社のプロジェクトを横断的に統括監理する部署を設置しました。

開発資源、開発成果、実装技術、開発手法、提案ノウハウの徹底的

な共有と永続的な開発プロセスのカイゼンを推進します。

PMBOK準拠のプロジェクトマネジメントプロセスによる安定的な運
営を目指します

　  開発センター　［Java,　.Net　テクニカルセンター］
「品質は上位の工程、計画段階から創りこむ」をモットーに、先進の

開発手法導入と開発成果、実装技術を集中管理します。

スペシャリストがプロジェクトの計画段階から参画し、品質保証活

動と生産性向上を実現します。

９



シリーズ　「我が社のホープ」

　私は入社して２年目、現在のWebシステム構築の仕事に関わってからはま
だ一年が過ぎたばかりです。入社前は簡単なホームページしか作った事がな
かったので、Webシステムという「機能」を作ってきたこの一年は、不安と緊
張と面白さで、毎日があっという間に過ぎてしまいました。この仕事は創造
の自由度が高く、達成感も大きいのですが、セキュリティ、使い勝手は勿論、
受け入れやすさにも注意を払う必要があります。情報を提供するだけのサイ
トではなく、顧客情報を預かったり、不特定多数の閲覧者が対象だったりす
るからです。限られた費用の中で、作りやすさよりも使い勝手を、安全性と
使い勝手と受け入れやすさのバランスを大切にして、一人でも多くのお客様
から「選ばれるシステム」を創れるよう、今後も精進してまいりたいと思って
おります。

株式会社麻生情報システム

ビジネスディベロップメント事業部　　藤田　祥恵

　私は以前、ソフトウェア会社で主に派遣の仕事をしていましたが、縁あっ
て、今の会社に派遣される事になり、派遣としてではなく社員としての意識
で、あるお客様の仕事を任せられました。正直、自分の考えがどこまで通用
するか不安でしたが持てる力を発揮して、また周りの方々に支えられて何と
か納品する事ができました。納品後も、障害や要望などが数々ありましたが、
お客様の立場を第一に考えて、ひとつひとつ乗り越えていくうちに自分の中
でこの仕事を離れる事が出来なくなり、今の会社に入社しました。
　入社後も、以前からのお客様の仕事をさせてもらい、辛い時もありますが、
お客様からの「ありがとう」を聞けるとやはり嬉しくやる気も出てきます。こ
れからも少しでも多くのお客様から「ありがとう」を聞けるように日々努力し
ていきたいと思います。

九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社

システム部　　山田　雄次

　私がエコー電子工業株式会社に入社して八ケ月が経ちました。現在のソ
リューション営業部に配属されてから早二ケ月です。毎日勉強の日々を送っ
ています。
　現在、主に製造業のお客様を担当させていただいています。私の場合は、
まだまだお客様にソリューションをご提供させていただいていると言うより
もお客様から色々なことを学ばせていただいている状態です。営業としてお
客様に成長させていただけることは、大変幸せなことだと思います。この現
状にいつまでも甘えずに一人前の営業マンとしてお客様に少しでも早く営業
としてソリューション以上のモノをご提供出来るようにこれからも日々精進
していきたいと思います。

エコー電子工業株式会社

ソリューション営業部第二リューション営業課　　石村　雅裕
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新規会員紹介
■ユーネット・ジャパン株式会社　　
■株式会社エーテックソリューションズ
■ユニバース情報システム株式会社

■ 本社〈ソフトウエア開発・半導体エンジニアリング事業部
　〒812－0013　福岡県福岡市博多駅東３丁目11－15　文喜ビル201号
　TEL 092－415－5633　FAX 092－415－5634
■ 大名オフィスSP（セールスプロモーション）事業部
　〒810－0041　福岡県福岡市中央区大名２丁目10－1　シャンボール大名D1307
　TEL 092－739－1205　FAX 092－714－5908

企 業 理 念：フェアネス＆コンプライアンス
人と技術の調和のもとに情報社会へ貢献する
　技術力をもって顧客に貢献する
　開発設計業務
　収益の社員への還元

成長をもって社会へ貢献する
Human & Technology

事業概要：
ITソリューション:
FAシステム・製造システム・アプリケーションシステムAI
システム・ネットワーク管理・データーベース検索システム業務管理シ
ステム
財務会計システム・画像処理システム・その他各種ソフト開発設計

半導体エンジニアリング
テストエンジニア・半導体プロセスエンジニア・FAシステム開発・半導
体装置エンジニア等

セールスプロモーション
セールスプロモータ・セールススタッフ・テレフォンオペレータ・キャ
ンペンスタッフ等

株式会社エーテックソリューションズ

人材派遣業務
開発・設計業務

アウトソーシング業務
有料職業紹介業務

株式会社エーテックソリューションズ

電気電子設計開発

設備・プラント設計

ソフト開発設計半導体エンジニアリング

セールスプロモーション機械設計

九州支店　〒812－0011　福岡市博多区博多駅前１丁目15番20号　EME博多駅前ビル６階
　　　　　　　　　　　　TEL 092－472－1916　FAX 092－481－9336
本　　社　〒105－0012　東京都港区芝大門２丁目５番５号　住友不動産芝大門ビル４階
　　　　　　　　　　　　TEL 03－5472－1077　FAX 03－5472－1078
　　　　　　　　　　　　URL http://www.uisnet.co.jp
その他事業所　関西支店、名古屋営業所、青島事務所（中国）、上海宇 捌肅信息系統有限公司（中国）

◇事業内容　　・コンピューターシステムの開発　　　　　・ハードウェア、ソフトウェアの販売と導入
　　　　　　　・コンピューターシステムの保守／運用

ユニバース情報システム株式会社

創業32年の実績と、培った信頼をベースに、国際化の推
進と積極果敢にチャレンジしソリューションの付加価値
を向上させています。

〈基本姿勢〉　　　　　「信頼」。それこそ私たちが最も大切にする財産
〈業務への取組姿勢〉　当事者の視点と、プロとしての冷静な視野
〈ソリューション力〉　過去から未来へシームレスにつなぐ
〈事業戦略〉　　　　　責任をお持ちします、の真意
〈自己革新への意志〉　常に進化を図る、それがSIの正しい姿
〈国際化〉　　　　　　中国上海にソフト会社を設立、オフショア開発

を推進

【技術情報】
◇主な特色　・オブジェクト指向設計、Javaを中心としたWeb系開発に

力をいれております。
　　　　　　・フレームワークを利用した、生産性・メンテナンス性に

優れたシステムの開発経験が豊富です。
　　　　　　　◆OS　・UNIX、Windows、Linux
　　　　　　　◆言語　・Java（Servlet、JSP、EJB、Swing、Applet）、

　XML，VC++、C、VisualBasic、ASP、COBOL
　　　　　　　◆データーベース　・Oracle、SQL Server、DB２、

Informix、Sybase
　　　　　　　◆アプリケーションサーバー　・Weblogic、WebSphere、

JRun、Tomcat、IIS
　　　　　　　◆その他技術・ツール　・UML、Struts、CORBA
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　平成17年10月26日（水）、ソラリア西鉄ホテルで平成17年度臨時総会が開催されました。理事である

会員代表者に変更があり、後任の㈱麻生情報システム奥山利樹代表取締役社長が選任されました。また、

空席となっていました副会長に安川情報システム㈱石松健男代表取締役社長が選出されたことが報告

されました。

平成17年度臨時総会（役員の選任）

・１月11日(水)　厚生委員会

・１月17日(火)　第５回人材確保推進検討委員会

・１月24日(火)　会長・副会長並びに委員長会議

・２月８日(水)　企画調査委員会

・２月９日(木)　退職金・企業年金セミナー

・２月15日(水)　第５回理事会

・２月16日(木)　公開セミナー

・２月24日(金)　第４回委員会連絡会議、第６回人材確保推進検討委員会

・３月15日(水)　平成17年度第２回通常総会

これからの協会行事

編集・発行／ 社団法人　福岡県情報サービス産業協会　広報委員会
 ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｈｏｍｅｐａｇｅ２.ｎｉｆｔｙ.ｃｏｍ/ｆｉｓａ/
 ｅ－ｍａｉｌ：ｆｉｓａ５２１－４００６＠ｎｉｆｔｙ.ｃｏｍ
事　務　局／〒８１４－０００１　福岡市早良区百道浜２丁目１番２２号　福岡ＳＲＰセンタービル３階
 Ｔｅｌ.０９２（８３２）１３４４　Ｆａｘ.０９２（８４５）１００３
発　行　日／２００６年１月１日
印　　　刷／社会福祉法人　福岡コロニー

事務局だより

　迎春のお慶びを申しあげます。
　会員皆様の一層のご繁栄を祈念いたします。
　昨年よりバブルに匹敵するくらいの人材不足であ
るといわれていますが、皆様はいかがでしょうか？本
号の表紙に掲載した九州国立博物館も昨年開館以来多
くの集客があり、太宰府天満宮、沿道の店舗も３０～
４０％アップの売り上げとのことです。やはり『いまだ
け、ここだけ、ちっとだけ』の特徴あるものが流行るの

は続いているようです。
　我々ソフトウェア業界も
特徴あるものを創り出し、提供していくことが重要で
あるとあらためて考えさせられます。
　最後になりましたが、本号発行に際しご協力頂いた
関係者の皆様方及び原稿執筆等ご協力いただきました
方々にお礼申し上げます。

編 集 後 記

H17.5.19 H17.5.19 ～ H17.12.2 H17.12.2
備　　　考

現　在 入　会 退　会 現　在

正
会
員
Ａ

北九州・行橋 １４ △１ １３
【入　会】
H17.7.21 ㈱エーテックソリューションズ （正Ａ）
 〃 ユーネット・ジャパン㈱ （正Ａ）
H17.9.14 ユニバース情報システム㈱ （賛）
H17.12.2 ㈱インフィニード （正Ａ）
 〃 ㈱エディット （正Ａ）
 〃 シンプルベスト㈱ （正Ａ）
 〃 ㈱アイエスエフネット （賛）
 〃 西日本コンピュータ技術者協同組合 （賛）
【退　会】
H17.8.8 東陶インフォム㈱ （正Ａ）

福 岡・ 飯 塚 ７９ ５ ８４

久留米・大牟田 ５ ５

小 計 ９８ ５ △１ １０２

正
会
員
Ｂ

北九州・行橋 ０ ０

福 岡・ 飯 塚 ３４ ３４

久留米・大牟田 １ １

小 計 ３５ ０ ０ ３５

正会員合計 １３３ ５ △１ １３７

賛 助 会 員 ２４ ３ ２７

合 計 １５７ ８ △１ １６４

副会長
安川情報システム㈱

代表取締役社長

石松　健男

理　事
㈱麻生情報システム

代表取締役社長

奥山　利樹

  会員加入状況




