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　　新体制のスタートにあたって

　会員の皆様におかれましては、日々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
　さる、６月18日に行われました平成21年度通常総会におきまして19名の理事ならびに２名の監事が役員として
選出されました。新任理事、監事一同微力ではありますが、FISAの“目的”に沿った活動・事業を積極的に展開し、
会員の皆様からご支援いただける様、精一杯頑張る所存でありますので宜しくお願い申し上げます。
　さて、日本経済は昨年秋以降の世界的な経済危機の影響を受け、景気は急激に悪化し、過去に経験した事の無い厳
しい状況にあります。そして投資や消費は大きく落ち込んでおります。この様な中にあって我々情報サービス産業に
於いても国内の景気後退の影響を受け、IT投資の延期、契約の中断等々受注減少が顕著となり、他の業界と同様に先
行についても不透明な状況にあります。
　但し、一方では金融業や流通業における再編、製造業におけるグローバル化や官公庁における行政改革など大きな
流れがあります。又、個社別事情としてこの様な環境からこそ企業間競争や発展の為に、新規業務の開発や業務改革
によるコスト削減等、あらゆる角度からシステムの活用や見直しが起こっているのも事実であります。
　しかし、品質、コスト、スピード等々ユーザーの目線は非常に高く、厳しいものがあります。
　この様な目線、ニーズをクリアーし、確実にビジネスチャンスをものにする為には、自己努力は当然でありますが、
それに加えて我々仲間との連携や協業・協力も不可欠なものであります。今年度は、「FISA3ヵ年ビジョン」の最終
年度であります。特に「人材の育成」「人材の確保」「ビジネスチャンスの拡大」を軸に事業の効率的企画・運営を行い
成果を出していきたいと思っております。
　特にビジネス開発事業として昨年度より取り組んでおります「福岡県次期電子県庁構築」への共同参画について、
本年度は「ビジネス開発委員会」を立ち上げ、本格的な活動を行って参ります。
　先程申し上げました様に、本年度は「FISA３ヵ年ビジョン」の最終年度であります。当然ながら計画の仕上げを行
うと共に３年間の活動・事業を総括し、次期ビジョンの策定も併せて取り組んで参ります。
　会員の皆様方のより一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。

（社）福岡県情報サービス産業協会
会 長　大　内　田　勇　成

「理事（19名）・監事（2名）名簿
（氏名　五十音順）

会員名 役職名 氏　名

理事

日本システムスタディ㈱ 代表取締役社長 青谷　哲也
㈱BCC 代表取締役社長 岩本　強司
西鉄情報システム㈱ 代表取締役社長 臼杵　　明
フォーサイトシステム㈱ 代表取締役社長 遠藤　史朗
㈱シティアスコム 代表取締役社長 大内田勇成
㈱麻生情報システム 代表取締役社長 奥山　利樹
福岡コンピューターサービス㈱ 代表取締役社長 勝野　　稔
㈳福岡県情報サービス産業協会 専務理事兼事務局長 河野　達治
㈱NTTデータNCB 代表取締役社長 菊田　道夫
㈱ソルネット 代表取締役社長 熊田　英敏
㈱FCCテクノ 代表取締役社長 小林　孝雄
安川情報システム㈱ 代表取締役社長 清水　喜文
西部ガス情報システム㈱ 代表取締役社長 白石　昭典
九電ビジネスソリューションズ㈱ 代表取締役社長 鎮西　正直
㈱テクノ・カルチャー・システム 代表取締役社長 中村　祐二
西日本コンピュータ㈱ 代表取締役社長 西　　哲郎
㈱福岡CSK 代表取締役社長 西岡　雅敏
行政システム九州㈱ 代表取締役会長 平石　勝之
㈱吉川システック 代表取締役社長 吉川　卓志

監事 ㈱NSソリューションズ西日本 代表取締役社長 杉田　寛治
富士通エフ・アイ・ピー㈱九州支社 支社長 福本　博章

※任期：平成21年６月23日～平成23年６月22日
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「平成21年度 第１回通常総会」開催

　講演終了後は、懇親会（105人参加）が行われました。ご来賓として、講師の佐
藤助教様をはじめ、九州経済産業局情報政策課（松谷課長、平川係長）、福岡県経
営金融課（林企画監）、情報政策課（望月情報企画監）、福岡エレコン交流会事務局
長（福岡市産業拠点推進課　土井課長）の方々に参加していただきました。
　100人を超す参加となり、話が弾み思わず時間を忘れるほど盛況でした。食の
話についての講演の後だけに、参加者一同食べ物、飲み物を残さないよう心がけられていました。感謝です。

懇 親 会

　講演会には111人の方が参加されました。今回は九州大学大学院農学研究院　助教　佐藤剛史
様に「人と自分を幸せにする食の話」と題して、ご講演をいただきました。
　今の子どもたちや大学生の食生活の現状を紹介され、その問題を指摘されました。また、命の問題についても触れら
れ、作文や事例等を織り交ぜながらの話に、皆さん深い感銘を受けられた様子でした。

講 演 会

　６月18日（木）、第１回通常総会が西鉄グランドホテルで開催（正会員総数168社、出席会員105社、うち本人出席78
社、委任状提出27社）されました。議案は次のとおりで、原案のとおり承認されました。

議案審議

○第１号議案　平成20年度事業報告承認の件
　「FISA３ヵ年ビジョン」の２年次にあたる20年度は、ビジョンに掲げ
られています９つの課題を軸に活動を展開、なかでも公益法人制度改革
に係るＦＩＳＡ対応と会員200社を目標に会員増強運動の展開に取り組
んだこと、そして「つなぐ」をキーワードに会員相互及び他機関・団体と
の交流・連携活動を推進したことが報告されました。20年度の新会員は
27社、退会会員は３社でした。 
　全体報告のあと、各常任委員会委員長並びにCGコンテスト企画チームと産学連携推進チームのチーフからそれ
ぞれ事業報告がありました。

○第２号議案　平成20年度収支決算承認の件
　20年度の収入決算額は会費、事業収入、補助金等35 ,807 ,818円、支出決算額は事業費、管理費等33 ,790 ,397円で、
差し引き2,017 ,421円の繰越金です。

○第３号議案　任期満了に伴う役員選任の件
　理事19名（うち留任が16名、新任が３名）と監事２名（留任）が選任されました。新しく就任されました理事３
名は次の方々です。

会長・副会長・専務理事が互選されました。
□会　　長　大内田勇成（新任　㈱シティアスコム　代表取締役社長）
□副　会　長　遠藤　史朗（留任　フォーサイトシステム㈱　代表取締役社長）
　　　　　　奥山　利樹（新任　㈱麻生情報システム　代表取締役社長）
　　　　　　熊田　英敏（新任　㈱ソルネット　代表取締役社長）
□専務理事　河野　達治（新任　福岡県情報サービス産業協会　専務理事兼事務局長）

河　野　達　治
（㈳福岡県情報サービス産業協会）

西　　　哲　郎
（西日本コンピュータ㈱）

清　水　喜　文
（安川情報システム㈱）
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　これまで当協会に加入するメリットの一つとして、「会員企業間による経済交流の機会創出」ということが謳われ、
協会ホームページでの掲示板の活用やメーリングリスト導入などを試みてきましたが、いま一つその活用を活発化す
ることができませんでした。
　このような状況を打破するため、平成18年度に実施されたFISA活性化
についての協議の中で、事務局並びに会員企業間での双方向の情報交換の
仕組み「FISA-SNS」の必要性が決議されました。
　これを受け、先ず広報委員会の中で平成19年度事業として「検討チーム」
が編成され、引き続き平成20年度事業として導入の準備を進めてまいりま
したが、平成21年5月11日より本格運用開始となりました。
　システムの概要としては
　　　１）会員企業ならびに代表者・担当者情報の登録・管理
　　　２）理事会、常設委員会等の固定コミュニティの設置 
　　　３）会員相互間での、ある程度の自由度を持ったコミュニティ（経済交流等）の開設
　　　４）情報交換のための一斉・特定メーリング機能
　　　５）統計情報収集その他事務局用管理機能
となっています。
　会員企業の皆様は１社４名までご登録いただけるようになっておりますので、是非ともこの機会に自分が所属して
いる常設委員会のコミュニティ等、少なくともひとつには登録いただき、更には趣味仲間のコミュニティを開設いた
だいてもかまいません。とにかく会員相互のコミュニケーションツールとして、どしどし活用していただきたいと思っ
ています。既に「事務局だより」もこの「FISA-SNS」上に掲載されておりますし、今後の目標として、本誌「FISAニュー
ス」の配信も検討してまいる予定です。
　皆様のご参加を心よりお待ちしております。

FISA双方向の情報交換の仕組み「FISA-SNS」の運用開始について

平成21年度 事業計画概要（FISA３ヵ年ビジョン3年次）
◆「FISA３ヵ年ビジョン」最終年次にあたる本年度は、引き続きビジョンに掲げている課題・施策を軸に活動を展開します。

１．組織強化事業（諸会議の開催等）
■通常総会　　■例会　　■理事会
■理事会・委員会合同会議
■委員会連絡会議　　　■常任委員会

２．人材の育成・高度化事業
■タイアップ研修　　■公開セミナー
■先進企業の視察研修
■ITコーディネータケース研修

３．人材確保事業
■合同企業面談会（共催）
■産学連携事業の推進
　（インターンシップ事業）

○協会活動の効果的な運営と
方向性の研究協議

○プログラムの充実と
研修システムの調査研究

○産学連携事業の推進

４．ビジネスチャンス拡大事業
■ビジネスシヨウ九州（共催）
■「FISA-SNS」の運用
■福岡県次期電子県庁構築への共同参画
■各種共催シヨウの活用
■プレゼンテーション活動の推進

５．職場環境改善事業
■メンタルヘルス対策事業の充実
■団体定期保険への加入促進活動

６．情報収集提供事業
■広報誌の発行　　■情報メールの発信　
■会員名簿の発行
■景気に関するアンケート調査
■講演会　　■事務局だよりの発行

○出会いの場の提供と
人的ネットワークづくり

○メンタルヘルス対策事業
の推進

○会員が必要とする
情報の収集・提供

７．広報啓発事業
■ふくおか・ゆめ・みらい　CGコンテスト
■ホームページのメンテナンス

○社会貢献事業の推進と
ホームページの充実

８．会員相互の交流共同事業
■委員会合同の施策検討と交流
■ビジョン策定　　■健康ハイキング
■委員会対抗ゴルフ大会

○ビジョンの策定と
会員相互の交流活動の推進

９．他機関団体との交流事業
■JISA／ANIA等の諸事業に参加
■関係機関・団体等との

交流・連携事業の推進

○関係機関・団体との
交流・連携活動の推進

委員会等の活動
①常任委員会　②ＣＧコンテスト企画チーム　③産学連携推進チーム　④ビジョン検討委員会（新）　⑤ビジネス開発委員会（新）
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常任委員会の活動
委員会の紹介と委員長インタビュー

委　員　長　馬場益美　㈱パーフェクトマニージ
副委員長　劉　雲龍　㈱エス・ティ・エス
副委員長　賀数英敏　住友生命保険相互会社

九州総合法人部

■厚生委員会 （メンバー　38社） 【委員長へのインタビュー】
① 今年は厚生委員会としては、既存事業のメンタルヘルス・
共済・年金、退職金セミナー・健康ハイクを継続しつつ、
ビジネスマッチングの事業を進めて行きたいと思います。
既存事業は、長年同じ事をやっているのでノウハウが有
りますが、ビジネスマッチングの事業は初めて取り扱う事
業です。
② 厚生委員会内での仕事の受発注をスムーズに出来る環境
を作り、お互いの会員会社間のメリットになるようにした
いです。

委　員　長　金丸和生　麻生情報ビジネス専門学校
副委員長　上野末吉　三立情報㈱
副委員長　小林健一　㈱福岡CSK

委　員　長　森　俊英　グローバルブレインズ㈱
副委員長　津田邦博　㈱エーエスエー・システムズ
副委員長　永野宏司　九州シー･アンド･シーシステムズ㈱

■広報委員会 （メンバー　46社） 【委員長へのインタビュー】
① 特に力を入れたいのは、FISA-SNSです。FISAは「情報
サービス業」の集まりですが、WEB2.0的な新しいITの
世界とは距離がある会員もいます。たかがSNSといわず、
相手を選別する「メール」と、公開を前提としているSNS
では、コミュニケーションの結果がどう違うか、というあ
たりを、会員の皆様に体験していただきたいと思います。
② 歴史的転換点にあるＩＴ業界に身を置く仲間として、通
常の委員会活動の枠を少し越えて、様々な情報交換をし
ていきたいと考えています。全体会議では、毎回、手弁当
の講師をお招きし、新技術などについて理解を深めてい
きます。

■企画調査委員会

委　員　長　川口　剛　西部ガス情報システム㈱
副委員長　上野俊見　日米電子㈱
副委員長　柴田健二　麻生教育サービス㈱

■教育委員会 （メンバー　52社） 【委員長へのインタビュー】
① 基幹事業ともいえるタイアップ研修や企業見学会、公開
セミナーなど、会員企業の皆様に求められる方向や内容
に、より拡充していきたいと考えています。
特に企業見学会については、近隣の訪問企業がほぼ一巡
していることもあり、これまでなかったようなことを企画
してみたいと思います。
② 今期、各委員会が計画する事業につきまして、4委員会で
連携してFISA会員になってよかったと思えるような内容
にしていきたいと思います。
一年間頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたしま
す。

（メンバー　63社） 【委員長へのインタビュー】
① 企画調査委員会は、多くの会員の方の入会を受けて会員
増員による活動強化が、築かれてきましたが、それぞれの
会員の方々のFISAに対する期待に添えるように、計画事
業をしっかりと実行していきたいと思います。
また、今年は、４委員会との連携をさらに強め、情報の
共有を図ることで、FISA全体の活動が全会員の方に伝わ
り、活性化が進む様に努めます。
② 本年度は、FISA３ヶ年ビジョンの最終年になります。企
画調査委員会としても多くの事業を計画していますが、
それぞれ確実に実行しFISAとしての成果をあげ、会員の
皆様に納得のいく１年になるように頑張ります。

①特に力を入れて取り組みたい事業について
②委員長としての抱負
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プロジェクト委員会・チームの活動
委員会の紹介と委員長（チーフ）インタビュー

①特に力を入れて取り組みたい事業について
②委員長（チーフ）としての抱負

委　員　長　金丸和生（企画調査委員会）
副委員長　小玉修市（企画調査委員会）
委　　員　川口　剛（教育委員会）
委　　員　上野俊見（教育委員会）
委　　員　森　俊英（広報委員会）
委　　員　永野宏司（広報委員会）
委　　員　馬場益美（厚生委員会）
委　　員　木嶋多可志（厚生委員会）

■ビジョン検討委員会 【委員長へのインタビュー】
① 次期３ヶ年ビジョンの策定にあたり、FISA
の基本方針をより積極的にとらえ、全ての
会員企業および企業社員の方々にとって、
より有意義な組織になれるように、加えて、
多くの会員が積極的に参画する様なFISA
になればよいと思います。
そのために、４委員会相互のさらなる密接
な活動と協力を進め、取り組みたいと思い
ます。
② 国際環境および技術の進展は、過去３年間
を見ただけでも、目まぐるしく変化をしてい
ます。予測が困難なこの時代に、色あせず、
柔軟で、より活発な活動を目指すFISAにな
るように、皆様のご支援を賜りたいと思い
ます。

チ　ー　フ　柴田健二（教育委員会）
委　　員　石川浩一（企画調査委員会）
委　　員　小林健一（企画調査委員会）
委　　員　原　行弘（教育委員会）
委　　員　黒崎誠一（広報委員会）
委　　員　服部壽慶（広報委員会）
委　　員　上田太郎（厚生委員会）
委　　員　於保　豊（厚生委員会）

■産学連携推進チーム 【チーフへのインタビュー】
① 昨年度は、会員企業に向けて「インターン
シップの現状」を知っていただく情報交換
会を実施しました。参加された方々からは、
活発なご意見と気付きがあり、チームとし
ても成果がありました。
今年度は、実際に学生をFISAとして受け入
れることで、よりFISAの活動や会員企業の
ご紹介ができ、学生には就業したい業界に、
会員企業には優秀な人材が確保できる機会
を作っていきます。
② 昨年度より引き続き、チーフをさせていた
だくことになりました。このチームの活動を
通して、業界とFISAの活動を幅広く学校関
係の方々に知っていただけるよう活動して
まいります。皆様方のご協力・ご支援のほ
どよろしくお願いします。

チ　ー　フ　藤田義生（厚生委員会）
委　　員　井上誠之輔（企画調査委員会）
委　　員　江上　豊（企画調査委員会）
委　　員　松尾弘之（教育委員会）
委　　員　橋口雅也（教育委員会）
委　　員　木戸崇晴（広報委員会）
委　　員　岡住妃佐子（広報委員会）
委　　員　山口新吾（厚生委員会）

■CGコンテスト企画チーム 【チーフへのインタビュー】
① CGコンテストも、今年で５回目の節目の年
となりました。今年は、今まで以上の県内小
学校とパソコン教室に参加頂き、応募総数
1,000点を超えることを目標に、昨年まで応
募の少なかった地域へは足を運んで、しっ
かりと広報・宣伝活動を行って参ります。
また、多くの機関・団体のご協力・ご後援
をいただきながら、このイベントをFISAの
社会貢献事業として、しっかりと定着させ
たいと思っています。
② このイベントを通して多くの子供たちにパ
ソコンの楽しさを知ってもらい、創造性や
才能を伸ばすきっかけとしてお役に立てれ
ばと願っています。
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ＦＩＳＡイベント報告

　「ビジネスシヨウ九州2009」は、６月11日（木）・12日（金）の両日、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開催されました。
　開催テーマは「情報技術で切り拓く－ビジネスとライフスタイルの変革」。
　今回は、57社・団体が出展し、494㎡の出展展示面積の中、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、３年連続で動員目標１万名を超える10 ,590名（２日間計／前年11 ,370名）
の来場者を数えました。 

　地元IT企業が一同に会し、最新の内部統制関連、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、今回のシヨウでのカンファレンスは開催記念講演、企業経営トラック、次世
代ネット社会トラック、未来戦略セミナー、ならびに出展社プレゼンテーションセ
ミナーを展開。多数の聴講・参加者が詰めかけ盛会裡に終了いたしました。
　　　　　　　　　　　　　〔ご出展いただいた会員企業〕
　　　　　㈱インフォセンス　　㈱NTTデータNCB　 ㈱コア 九州カンパニー
　　　　　㈱正興電機製作所　　㈱ＢＣＣ 　㈱福岡情報ビジネスセンター

「ビジネスシヨウ九州2009」の開催 （企画調査委員会）（企画調査委員会）

　「ビジネスシヨウ九州2009」を活用した出会いと交流の場を提供
する名刺交換交流会が、６月11日（木）、福岡国際会議場１階レスト
ランで開催されました。４回目となる今回は37社、71名の方が参加
され、交流を深められました。FISA会員以外の企業の方も３社、９
人が参加されました。委員会では、「人とひとの出会いとネットワー
ク」がさらに拡大できるよう、こうした機会・場を積極的に活用し
ていきたいと考えています。

　第13回委員会対抗ゴルフコンペを６月５日（金）、麻生飯塚ゴル
フ倶楽部で開催しました。
　参加者は役員チーム（７名）、企画調査委員会（５名）、教育委員
会（９名）、広報委員会（４名）、厚生委員会（７名）の計32名でした。
企画調査委員会は２連覇です。成績は次のとおり。

【成績】 （団体の部） 優　勝：企画調査委員会
  準優勝：役員チーム
  ３　位：教育委員会
 （個人の部） １　位：石川 浩一（㈱テクノスクエア・企画調査委員会）
  ２　位：青谷 哲也（日本システムスタディ㈱・役員）
  ３　位：上野 末吉（三立情報㈱・企画調査委員会）

次回の担当は広報委員会です。よろしくお願い致します。

第13回情産協委員会対抗ゴルフコンペの開催第13回情産協委員会対抗ゴルフコンペの開催 （幹事：教育委員会）（幹事：教育委員会）

「ビジネスシヨウ九州2009」の開催

「ビジネスシヨウ九州2009 名刺交換交流会」の開催「ビジネスシヨウ九州2009 名刺交換交流会」の開催 （企画調査委員会）（企画調査委員会）
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新規会員紹介

■代表者 常務取締役　上　戸　一　範
■所在地 〒812－0011
  福岡市博多区博多駅前３丁目27番22号
  ソロン博多駅前ビル7F
■TEL 092－481－2223　■FAX 092－481－2224
■URL http://www.fko.it-tokyo.co.jp
■セールスポイント

　弊社は東京・長野・山口・福岡で事業展開をしてい

ます。当事業所では主に通信プロトコル（SIP、DLNA

等）を用いたシステム開発や携帯電話アプリ（iアプリ、

BREWアプリ）の開発、Flashを用いたGUI、コンテン

ツ（Web、デジタルサイネージ等）の作成を得意とし、

ご好評頂いています。

　　～パッケージ・自社開発商品～

モバイルソリューション（業務報告・検針等）

デジタルサイネージソリューション

eラーニング（ASP）・コンテンツ作成

■代表者 九州センター所長　大　西　倫　明
■所在地 〒810－0001
  福岡市中央区天神２丁目８番41号
  福岡朝日会館601
■TEL 092－406－0402　■FAX 092－406－0403
■URL http://www.mcserve.co.jp
■セールスポイント

  弊社では、インフォメーション・テクノロジー（IT）

を駆使したトータルサービスを提供いたします。

　メインフレームからPCまでマルチプラットフォー

ム対応、システム構築、アプリケーション開発、イン

ターネットプロバイダー、教育などコンピューター関

連のシームレスなサポート／サービスを実現していま

す。

■代表者 代表取締役　牛　島　賢　二
■所在地 〒812－0013
  福岡市博多区博多駅東２丁目18番30号
  八重洲博多ビル４Ｆ
■TEL 092－415－4297　■FAX 092－415－4298
■URL  http://www.sun-raise.co.jp
■セールスポイント

　当社は、平成８年に設立後、コンビニや大型スー

パー、商業施設などの流通業向けシステムおよび、販

売管理システムに特化した開発を主に行っておりま

す。

　また、技術を提供、提案する会社として、開発部門

の他に教育訓練部門を設け、技術力やヒューマンスキ

ルの向上を目指し、社員教育の企画、運営を行ってお

り、システム開発に真面目に取組んでおりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。

■代表者 代表取締役　小　川　博　文
■所在地 〒813－0062
  福岡県福岡市東区松島5丁目11番1号
  日の出ビル松島２F
■TEL 092－626－5466　■FAX 092－626－5477
■URL http://www.kaun.jp
■セールスポイント

株式会社 アイティー 福岡事業所

株式会社カウン・システム・サービス

　モフロジ事業

流通に携わる企業様向けにシステム化計画から開

発・導入までを支援

　RIAソリューション事業

RIA（FlexやSilver Light）をユーザビリティの高い

業務用ソフトウェア構築

　EPMO導入コンサルティング事業

全社的なプロジェクト管理の導入支援
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■代表者 代表取締役　安　冨　和　夫
■所在地 〒812－0011
  福岡市博多区博多駅前３丁目18番28号
  フクオカZビル４F
■TEL 092－437－4322　■FAX 092－437－4331
■URL http://www.digitech.co.jp/
■セールスポイント

　私ども、ディジテックは平成８年１月設立以来、主に
ソフトウェア開発事業を通じて、お客様と共に着実に歩
んでまいりました。
　ソフトウェア業界を取り巻く劇的ともいえる市場構造
の変化にともない、ますます多様化するソフトウェア技
術のニーズに対応すべく、より一層専門技術を磨き、地
域はもとより世界に向けてご提供できる様なソフトウェ
アの開発に向けて全力をあげて努力してまいります。

〈新パッケージ　近日　発売開始！！〉
①　アカウント管理システム（Air）
②　GISフィールド調査支援システム（Sonar）

■代表者 代表取締役　井　田　　　稔
■所在地 〒802－0003
  北九州市小倉北区米町2丁目２番１号
  新小倉ビル3Ｆ
■TEL 093－980－6667　■FAX 093－541－0609
■URL http://www.k-s-c.co.jp/
■セールスポイント

　当社は、北九州本社と東京事業所の２拠点で、生産

管理・設備保全・制御/組込を中心に事業を展開して

きました。

　事業においてはビジネス環境の「今」を捉え、既成概

念にとらわれずにゼロベースからの発想で新しいシス

テム環境を提案し、真のニーズに応えられるよう努め

ています。

　今後は得意分野の拡充もさることながら、技術やア

イデアの交流を深め、自社製品開発や要素研究にも力

を注いでいきたいと考えています。

■代表者 代表取締役　　櫻　井　　　忠
■所在地 〒812－0013
  福岡市博多区博多駅東3丁目12番1号
  アバンダント95　9F
■TEL 092－433－6501　■FAX 092－433－6502
■URL http://www.trusting.co.jp
■セールスポイント

　当社は地域の特色を生かし最小の投資とリスクで最大
の効果をあげるソリューションとは何か、どのような方
法・手段でそれを実現していくかという基本姿勢でコン
サルティングとシステム構築に取り組んでいます。

業務内容は次の通りです。
　①システムインテグレーション
　②ERPコンサルテーション
　③ファシリティサービス

　当社は「仕事の品質はお客様の満足度」を合言葉に、
お客様のより高い満足を得ることができるよう、努力し
ていく所存です。
　ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

■代表者 理事長　本　田　敬　吉
■所在地 〒812－0054
  福岡市東区馬出２丁目１番７号
  福岡ことぶきビル2F
■TEL 092－401－0997　■FAX 092－401－0995
■URL http://www.npo-aip.or.jp
■セールスポイント

　高度IT人材アカデミー（通称AIP）は単なる教
育機関ではなく、経験、人間性（価値観）も含め
たトータルでの「人材育成」を実現するコーディ
ネーターを目指します。

【事業の形態】
• NPOを中心としながら、官（県・市・国）と複数
の民間企業が連携しています。 

• 地場の企業が中心となって事業を運営し、ノウ
ハウを蓄積することで長期的な地域の産業活性
化を促進します。 

株式会社トラスティング・システム

株式会社ディジテック

高度IT人材アカデミー

九州システムコンサルティング株式会社

特定非営利活動法人
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新規会員紹介

■代表者 代表取締役　萩　田　寛　司
■所在地 〒812－0043
  福岡市博多区堅粕４丁目24番９号
  P.Sビル 
■TEL 092－473－2287　■FAX 092－451－7257
■URL http://www.g-unity.jp/
■セールスポイント

　弊社のロゴは、社員全員で考えたロゴです。全て円を
基準にデザインしました。 円、すなわち縁あって、私た
ちは社会で活動していくことが出来ます。私たちはこの
縁をいつも忘れないようにデザインに取り入れました。

　ロゴの青い色は地球、赤い色は輝く太陽を表してま
す。この青い地球を大切に、輝く太陽の下、私達の提供
するサービスによって、お客様に笑顔が生まれるシステ
ム創りを目指します。

　地球環境に優しい活動を心がけ、笑顔と笑顔のネット
ワーク創りを行い、地域社会に貢献してゆきます。

　2005年に中国山東省威海に合弁会社を設立しました。
オフショア開発を通して、福岡と中国の架け橋の一翼を
担いたいと、願っております。

～人と地球に笑顔のネットワーク～

ユニティ・ソフト株式会社
■代表者 代表取締役　梶　原　慎　輔
■所在地 〒802－0001
  北九州市小倉北区浅野２丁目９番８号
  KMMビル３Ｆ
■TEL 093－511－1357　■FAX 093－511－2468
■URL http://www.g-create.co.jp
■セールスポイント

　弊社は、WEBシステム開発、業務アプリケーション開
発を始め、WEBサイトの制作、汎用機アプリケーション
開発、インフラ・ネットワーク構築等、幅広く事業を展開
しています。大手企業・学校と取引を持ち、数多くの開
発実績を武器に成長を続けています。
　弊社は設立９年目を迎えますが本社設立の半年後、福
岡市博多区に福岡支店を設立し、更に今春、北九州市戸
畑区にシステム開発センターを構え、コンプライアンス
は勿論の事、更にクオリティの高いソフトウェアの提供
が出来る環境を構築致しました。
　モットーは「和」そして「人・財・産」。技術者たちとの
「和」、お客様との「和」を大切に、すべての関係が最良と
なる環境づくりを心がけています。
　今後もより一層、社会・地域に貢献出来る様、社員一
同尽力致しますので何卒、宜しくお願い申し上げます。

■代表者 CEO　斉　藤　公　一
■所在地 〒812－0012
  福岡市博多区博多駅中央街８番36号
  博多ビル6Ｆ
■TEL 092－433－5739　■FAX 092－433－5507
■URL http://www.solnet-g.com
■セールスポイント

　全国の中小・中堅企業を対象とする経営協力、企業

体質強化・戦略指導および業績向上策の実践指導をい

たします。そして企業の問題解決をし、地域に根差し

たネットワークづくりを推進する経営コンサルタント

会社です。

【主事業内容】
企業診断、人材育成、ビジネスコーチング、教育ツー

ル販売等。

■代表者 代表取締役社長　加　藤　孝　典
■所在地 〒810－0001
  福岡市中央区天神2丁目12番１号
  天神ビル4F
■TEL 092－711－2610　■FAX 092－711－1682
■URL http://www.QBFRONT.co.jp
■セールスポイント

　豊富なキャリアと高度なスキルと強い意志をもった
ITスペシャリストを派遣いたします。
　貴社に必要なスペシャリストを即戦力として活用し
ていただくことによって、業務効率を大幅にアップさ
せることができます。   
　QBフロントでは、システムエンジニア・プログラ
マー・運用・ネットワーク・インフラ構築・ヘルプデ
スク・テクニカルサポート・WEB制作など、豊富な
キャリアと高度なスキルを持った「IT技術者」をタイ
ムリーに提供し、貴社の業務をサポートいたします。
　今後とも、何かお役に立てる事がございましたら、
ご協力させて頂きますので、宜しくお願い致します。

株式会社 九電ビジネスフロント
〈九州電力グループの人材派遣会社〉
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　アイテルに入社して５年目となりました。「なにがホープだ」と言われそうですが、シ
ステムエンジニアとしては、まだまだそう言ってもらえる立場なのかなと思います。
　３年間、東京本社にて新規顧客申込システムのプロジェクトに所属していました。どち
らかと言うとプログラマーのような役割で、それなりに楽しかったのですが、自分の為に
なっているのかと正直不安でした。３年目の終わりに新しいプロジェクトに移り、仕様
の検討、お客様との打ち合わせ等システムエンジニアらしい仕事が増えてくるにつれ、そ
の仕事の基礎はすべて過去の経験が生きていることを実感しています。
　システムエンジニアとして一人前になるのは30歳を過ぎてからとよく先輩に言われて
いましたが、その通りだと今は実感しています。
　まだ27歳になったばかり、いろんなプロジェクトを経験し、いろんな人と接してお客
様に信頼されるシステムエンジニアになれるよう努力していきたいと思います。

アイテル　株式会社
福岡支店　　宮 澤　　寛

　私は、2009年６月に株式会社キャリアバンクへ入社したばかりの者です。
　地元は福岡なのですが、高校を卒業してから他県に生活の拠点を移し、IT関連の企業で
ソフトウェア開発のテスターやPG／SEとして活躍していました。その後、地元でPG／SE
として活躍したいという強い思いから、生活の拠点を地元へ移し、この度は無事に就職す
ることができました。
　技術経験者としてはまだまだ未熟な面もありますが、自分自身に磨きをかけて技術経
験を積めば、将来はレベルの高いPG／SEになれると思っています。これまでの技術経験
を生かしつつ、より難易度の高いソフトウェア開発に従事できるPG／SEを目指し、日々
努力し続けたいと思います。

株式会社　キャリアバンク
第１営業部　　田 代　浩 嗣

　株式会社オービックビジネスコンサルタントに入社して２年目になりました。学生時代
は語学を中心に勉強をしていましたので、入社してすぐは全くの畑違いの世界に来たよう
でした。研修期間ではこれまでに聞いたことのないような用語が飛び交い、これから先続け
て行けるのか戸惑いを覚えましたが、福岡に配属されてから先輩方の温かい指導を受けな
がら、勉強の日々を送っています。
　営業という仕事に就いて、学生時代と大きく変わったところはさまざまな方と話が出来
ることです。入社前からの希望でもあったのですが、日々出会う方との中から自分の視野を
広げたいと考えておりました。その希望も叶い、今充実した日々を送っております。時には、
自分の知識不足に悔しくて泣いたりすることもありますが、うれしいことに関しては自分の
ことのように一緒に喜んでくれる先輩方に囲まれて本当に嬉しく思います。今後は、１年目
に経験したことを振り返りながら初心を忘れず、自分の成長に繋げていくよう頑張ります。

株式会社　オービックビジネスコンサルタント
福岡営業所　第２グループ　営業　　川 原　久 美
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シリーズ「わが社のホープ」
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事務局だより

　FISA会員200社を突破！！まだまだ会員増強運動中！！
　お知り合いの同業者の加入を呼びかけてください。ご紹介いただければ事務局がフォローします。

H20.12.１ H20.12.１～ H21.８.１ H21.８.１ 備　　　　　　考
現　在 入　会 退　会 現　在 【入 会】

H21. 4.１ ㈱ディジテック （正A）
H21. 4.１ 九州システムコンサルティング㈱ （正A）
H21. 4.１ ㈱トラスティング・システム福岡支社 （正 B）
H21. 4.１ 高度 IT人材アカデミー （賛）
H21. 6.１ ユニティ・ソフト㈱ （正A）
H21. 6.１ ㈱ジー・クリエイト （正A）
H21. 6.１ ㈱ソルネット経営 （賛）
H21. 6.１ ㈱九電ビジネスフロント （賛）
H21. 8.１ USOL 九州㈱ （賛）
H21. 8.１ 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱九州事業所 （正 B）

【退 会】
H21. 3.31 ㈱カリテ・ソリューションズ （正A）
H21. 3.31 ㈱マクサム・エフ （正A）
H21. 3.31 福岡データシステム㈱ （正A）
H21. 6.12 シンプルベスト㈱ （正A）

正
会
員
Ａ

北九州・行橋 14 1 △ 1 14
福 岡・ 飯 塚 102 3 △ 3 102
久留米・大牟田 4 0 0 4
小 計 120 4 △ 4 120

正
会
員
Ｂ

北九州・行橋 0 0 0 0
福 岡・ 飯 塚 46 2 0 48
久留米・大牟田 0 0 0 0
小 計 46 2 0 48
正会員合計 166 6 △ 4 168
賛 助 会 員 30 4 0 34

合 計 196 10 △ 4 202

「新専務理事兼事務局長」就任

会員加入状況

　FISA事務局には、７月１日から専務理事兼事務局長として、河野達治氏
（前福岡県保健環境研究所　副所長）が就任されました。
　事務局は、新任の河野専務理事他、20年目の山北ちず子、11年目の中村典
子の３人体制です。会員の皆様に少しでもお役に立てれば幸いです。どうぞ
よろしくお願いいたします。

福岡県情報サービス産業健康保険組合からのお知らせ

編 集 後 記
　暑中お見舞い申し上げます。会員の皆様の益々のご繁栄を祈念いたします。昨年来からの、世界的な
経済危機が各方面への影響を色濃く残している経済状況の中、IT業界においてはさらに厳しさを増して
いる状況ではないでしょうか。この厳しい状況下の中で、何かを模索し、何かを突き詰めていくことに
よって、必ずや道は開けていくものと強い信念を持って、取り組んでいきたいと思っています。その為に、
FISAニュースが今後に向けて、何か少しでもお役に立てれればと思います。
　最後になりましたが当ニュース発行に際しまして、ご協力頂きました関係者の方々並びに、原稿執筆頂
きました皆様方に、この場をおかりして厚く御礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　（K.N）

　福岡県情報サービス産業健康保険組合は、FISAを母体として設立された健康保険
組合です。
　現在、49社の事業所が加入されており、皆さんにとってよりよい健康保険組合にし
たいと、事業所担当者のご意見等を参考に、日々頑張っています。
　皆さんと一緒にFISAのように団結力のある健康保険組合を目指していきたいと
思っております。また、サービスにおいてもとても充実しています。
　県内に本社を置きFISAに加入されて１年以上経過している正会員企業であれば、加
入資格がありますので、是非ご検討ください。
　詳しい内容は、お問い合わせいただければご説明いたします。

私たちが
「健康づくりを
　　応援します」
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