
目　　次　　CONTENTS

会長あいさつ……………………………………………………2
平成 22年度第 1回通常総会 ………………………………3
「第２期３ヵ年ビジョン」………………………………………4
常任委員会の活動………………………………………………5
プロジェクト委員会・チームの活動…………………………6
シリーズ「わが社のホープ」 …………………………………7
ＦＩＳＡイベント報告…………………………………………8～ 9
ＦＩＳＡ－ＳＮＳログイン方法………………………………9
新規会員紹介……………………………………………………10～ 11
事務局だより……………………………………………………12

「第５回ＣＧコンテスト」福岡県知事賞　　　　西新小学校 4 年 宮下南舟さん

平成22年度　第１回通常総会

ＣＧコンテスト作品展

名刺交換交流会

第15回委員会対抗ゴルフコンペ

NEWS
第４６号
2010.8

ＦＩＳＡニュース　第46号

（社）福岡県情報サービス産業協会



　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。

　今年度は、第２期３ヵ年ビジョンのファーストステージです。

　｢地域に必要とされるFISAになる｣というスローガンのもと、｢会員企業の事業活動を通じて、外部に向けては

FISAの影響力・期待感の向上を図り、内部に向けては、会員企業の満足度の向上を目指す｣ということの実現に向け

て、

　①積極的な情報の発信

　②ビジネスチャンス拡大につながる場の提供

　③優秀な人材の育成と確保

　④会員企業の福利厚生の充実

等々の重点施策を確実に実施し、活動して参ります。

　会員皆様方の御理解とより一層のご協力をお願い申し上げます。又、６月の各社の総会に於いて社長交替等があ

りまして当協会の理事も一部交替がありましたが、引続きよろしく御指導お願い致します。

　さて、国内景気動向ですが、輸出がアジア向けを中心に好調に推移しており、エコポイントやエコカー減税等が奏

功し、個人消費も伸びるほか企業収益の回復により設備投資も持ち直しが見込まれております。ただ消費者物価はマ

イナスが続くものの、総じて経済の伸びが堅調に推移しており、今年度の経済成長率は2.6％程度と見込まれており、

プラス成長は３年振りであります。

　しかしながら、足元我々福岡の情報サービス産業におきましては、首都圏、大手企業の回復感とはやや趣が異なり、

まだまだ地方、中堅企業への波及とまではいかない現状ではないかと思います。ただ今期に入り受注できる、出来な

いは別として確かにお客様からの話や提案依頼が増えてきました。しかし、競争、競合は益々厳しくなっているのも

ご承知の通りです。いわゆる“低単価、短納期・高品質”等、顧客の選別眼、又ITのコモディティ化であります。従っ

てこれまでの延長線上での発想は厳しくお客様を中心に捉えたビジネスモデルの変革が必要であります。つまり各

社“選ばれる”為の｢特色や付加価値｣をどう作り上げてゆくかがポイントとなります。

　我々情報サービス産業は、より高次元なステージへと変革してゆかなければならない時期に来てい

るのかも知れません。いわゆるビジネスモデルの変革等々であります。この様に、より一層厳しく

なるであろう、外部環境に対し、会員各社の自助努力は当然でありますが、それに加えて我々

地域の仲間との連携、協業・協力も必要不可欠のものであります。

　その役割をFISAとしてしっかりと果たしてゆきたいと思っております。ど

うか会員各社のより一層のご理解とご協力を併せてお願い申し上

げ皆様方のご活躍、ご健闘を祈念申しあげます。

(社)福岡県情報サービス産業協会

会　長　　大 内 田　勇 成
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「平成22年度 第1回通常総会」開催
　６月23日（水）、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163社、出席会員127社、うち本人出席80
社、委任状提出47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21年度事業報告承認の件
　 　「FISA３ヵ年ビジョン」の最終年次にあたる21年度は、ビジョ
ンに掲げられている課題・施策、中でも「人材の育成」「人材の確
保」「ビジネスチャンスの拡大」を軸に活動してきたこと、会員相
互がより連携・協力し、対応策について調査研究するとともに、
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。21年度の新会員は13社、退会会員は13社でした。

　 　全体報告のあと、各常任員会委員長並びに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21年度収支決算承認の件
　 　21年度の収入決算額は会費、事業収入、補助金等36 ,700 ,542円、支出決算額は事業費、管理費等34 ,584 ,810円で、
差し引き2,115 ,732円の繰越金です。

○第３号議案　会員代表者変更に伴う
　　後任理事選任の件
　 　会員代表者に変更があり、次の２名の方々
新理事に選任されました。

講 演 会

　講演会には97人の方が参加されました。今回は西日本新聞天神文化サークル　常
務理事　（元西日本新聞社政治担当記者）　馬場 周一郎様に「どうなる今後の政局～
衆院選を前に～」と題して、ご講演をいただきました。

懇 親 会

　講演終了後は、九州経済産業局情報政策課（松谷課長、古賀課長補佐、平川係長）、
福岡県商工政策課（今村課
長、松本企画主幹）、経営金
融課（東企画監）、情報政策課
（小倉課長、松枝企画主幹）、
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）、福岡ITビジネス交流協議会（濱代表幹事）の方々を来賓に
お迎えし懇親会が行われました。86名参加していただきまし
た。

山 本　陽 次
（㈱ソルネット）

右 田　國 博
（福岡コンピューターサービス㈱）
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（平成22年度～平成24年度）第２期３ヶ年ビジョン
現　状　分　析

＜良い面＞
◆ 会員企業は、設立後、地場有力企業など
年々増加している。

　H22月1月現在203社
◆ 社団法人化14年を経過し、企業、自治
体、外部団体等への知名度や繋がりは出
来ているが、存在感は低い。

◆ 常任委員会を中心に、自主的な活動が行
われている。

◆ 行政によるIT振興策が、継続的・積極的
に実施されている。

◆ 常任４委員会の枠を超えて、FISA改革
への声が高まってきた。

◆ 本格的活用に至っていないが、FISA-
SNS環境が整い、情報交換・交流の場が
設けられた。

＜悪い面＞
◆ 会員会社の常任委員会への参加率が約
40％と低迷化している。

◆ 会員社員の参画や活用が出来る企画が
少ない。

◆ 若い経営者、技術者が交流できる場が少
ない。

◆ 他技術団体との交流が少なく、リーダ
シップも取れていない。

◆ FISAの事業活動が、会員会社の期待に
充分に応えられているか懸念される。

◆ 会員間における、新技術の導入や研究な
どの事業が少ない。

◆ 委員長、副委員長に対する負担が大き
い。

◆ 連携する外部団体は増えているが、十分
に活用出来ているとは言えない。

＜FISAを取り巻く環境の変化＞
◆ 東アジア経済圏との連携事業や、東ア
ジア企業の福岡拠点化によるビジネス
拡大の芽が出てきた。
◆ SAAS、PAASなどクラウドコンピュー
ティングの出現により、IT業界のビジ
ネスモデルが大きく変化する可能性が
ある。
◆ 急速な景気悪化が、IT産業にも大きな
影を落としている。
◆ 顧客の求めるレベルが厳しくなってき
ている。

「高生産性・高品質」、「ローコスト」
「企画力・提案力」等
◆ コンプライアンスに対する社会的要件
は、年々ハードルが高くなっている。

理　念
　我々は、地域や中小企業、また、教育・
医療・福祉・防災・家庭生活等、あらゆ
る分野にわたる情報化の進展を促す牽引
車として業界あげて当面する諸問題に積
極・果敢に取り組み、福岡県の高度情報
化を実現します。

（社団法人福岡県情報サービス産業協会設立
趣意書平成７年８月31日より要約）

FISA活動のコンセプト
　FISAは、中小会員企業（FISA会員の
75%）を主眼とした会員企業及び情報
サービス産業のために、会員共通の課題
や業界の今日的課題を解決支援する活動
を行い、『福岡県の健全な情報サービス産
業の充実発展』に寄与する。強いては、そ
のことが会員企業及び業界全体の市場の
拡大・確保を実現することになる。

注） 中小企業の定義（中小企業基本法）：サー
ビス業（資本金５千万円以下または従業員
100人以下）

課　題
　◆新技術への対応
　◆ビジネスチャンスの拡大
　◆優秀な人材の育成
　◆景気変動への対策
　◆IT産業の成熟化への対応
　◆行政との連携強化
　◆会員企業の参加率の向上

スローガン（目指す姿）
地域に必要とされるFISAになる

基　本　施　策
（１）情報発信
　◆常任委員会の横断的事業の推進拡大　（夏期合同施策検討会など）
　◆テーマ別研究会の推進（新技術、コンプライアンス、会員企業の諸問題など）
　◆ 新規会員企業を拡大する施策の推進（Web系、コンテンツ系、コンサル系、新技術系企業の

会員促進）
　◆FISA内外に対する情報発信

（２）ビジネスチャンス拡大につながる場の提供
　◆各種共催イベントなどの活用事業の推進
　◆SNS活用による企業間コミュニティ事業の推進
　◆他県及び東アジア諸国との交流活動の推進

（３）優秀な人材の育成と確保
　◆他外部機関等との連携による有効な研修システムの開発（産学官、AIP、RBC等）
　◆新規採用者のフォロー研修等事業の推進
　◆各種広報・採用支援活動の支援（新卒者、Ｕターン、ニート対策、高齢化対策）
　◆産学連携事業の推進

（４）会員企業の福利厚生の充実
　◆福利厚生環境の整備等の諸事業の充実強化（団体定期保険、産業医、定期健康診断等）
　◆退職金、企業年金対策
　◆メンタルヘルス対策

（５）情報サービス産業・会員企業の活性化にむけた部外交流
　◆行政、異業種団体を含む他団体との交流を創出
　◆行政との連携した事業の推進
　◆FISAの存在感を高める活動

会員企業の事業活動を
通じて、外部に向けては
FISAの影響力・期待感
の向上を図り、内部に向
けては会員企業の満足度
向上を目指す

（社）福岡県情報サービス産業協会新中期事業計画
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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

【委員長へのインタビュー】

① 今年は新３ヶ年ビジョンのスタートであり、基本施策を
各常任委員会で共有できた事もありますので、横断的活
動の推進に力を入れて行きます。更には、今まで会員企
業の皆様の期待が多いビジネスチャンスの拡大を行政や
他団体との交流や会員相互の交流等を深める事により積
極的に推進していきます。
② 新３ヶ年ビジョンのスローガン「地域に必要とされる
FISAになる」の実現に近づくために大事なスタートの年
になりますので、幅広い思想と行動力を心掛け、少しで
も役立つよう努力して参ります。

【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
セミナーなど多数ご参加いただけるような魅力のあるイ
ベントを検討してまいります。新たな事業の検討として、
会員企業から必要とされる教育メニューや、各種助成制
度の利活用支援に関する検討をすすめ、来期以降の実現
を目指しています。
② 新たなFISA３ヵ年ビジョンの実行初年度として、4委員
会の連携をより深めFISA会員であることのメリットを
生み出して生きたいと思います。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。

【委員長へのインタビュー】

① 広報委員会としては情報発信、ビジネスチャンス拡大に
つながる場の提供の実現に力を入れたいと考えていま
す。具体的にはFISAホームページの活性化、活用、稼働
２年目に入ったFISA-SNSの活用促進を通して会員相互
の情報共有、ビジネスへの活用が進むよう活動したいと
思います。
② 委員長に指名されて初めてFISAのことを本気で考えた
ような気がします。委員会活動を通じて一人でも多くの
会員様がFISAのことを本気で考えて行動に移してもら
えるようお手伝いができるといいなと思います。

【委員長へのインタビュー】

① 情報処理企業にとっては大きなリスクとなってきている
問題の一つにメンタルヘルス対策の問題があり、各企業
独自での対策も限界があると思います。こうした情勢の
中、厚生委員会としても今年度の課題として、スケール
メリットを有効利用できる対策を考えていきたいと思っ
ております。
② 健康ハイクをはじめ共済保険促進、年金・退職金セミ
ナー、また、今年度は健保組合の加入促進という事業な
ど加入企業にメリットのある事業にしたいと考えており
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

■企画調査委員会　（メンバー　68社）

委 員 長　上野　末吉　三立情報㈱
副委員長　小林　健一　㈱福岡CSK
副委員長　宮原　俊夫　㈱ヒューマンテクノシステム

■教育委員会　　　（メンバー　45社）

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㈱

■広報委員会　　　（メンバー　44社）

委 員 長　山領　和美　㈱パイオニア・ソフト
副委員長　宮下由紀子　㈱ウィズ・エフシーシー
副委員長　木村　一生　㈱アイフォルザ

■厚生委員会　　　（メンバー　37社）

委 員 長　木嶋多可志　西日本コンピュータ㈱
副委員長　於保　豊　　西鉄情報システム㈱
副委員長　松尾　真悟　マイクロコート㈱
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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

【委員長へのインタビュー】

① 依然として厳しい雇用環境が続く中、企業

単独ではなく会員企業による共同スキー

ムを組むことで、新しいビジネス領域を作

り出し、地域の雇用確保を図るための組織

横断的な取り組み。

② 会員企業の相互連携（各委員会との連携）

と、行政機関等との人脈形成、情報連携に

注力したい。

【チーフへのインタビュー】

① 昨年度は大学との関係構築が少しずつで
きてきました。今年は、積極的に大学へ
出向き、大学内での業界説明会を通じて、
FISAの活動や会員企業を認知してもらい、
大学との関係構築が促進されるようにし
ていきます。学生だけではなく、教授や学
校職員の方々とのいい関係を構築してい
きます。
② 今年は、３年目という事で実績をしっか
りと残し、大学との人脈構築とFISAおよ
び会員企業の認知度アップをしていきま
すので、皆様のご支援を賜りたいと思いま
す。

【チーフへのインタビュー】

① 昨年度は、県内57校から1163点の応募が
ありました。目標であった千点を初めて超
えることができ、CGコンテストの認知度
の高まりを感じております。また、楽しみ
にしている小学校も多くなってきました。
今年度も、多くの機関・団体のご協力・ご
後援を頂きながら、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 今年は、昨年まで応募が少なかった地域へ
足を運んでの広報・宣伝活動を行い、よ
り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るように頑張って
まいります。

①特に力を入れて取り組みたい事業について
②委員長（チーフ）としての抱負

■ビジネス開発委員会

委 員 長　古川　実　（企画調査委員会）
副委員長　三重野孝志（広報委員会）
委　　員　石川　宏　（広報委員会）
委　　員　上野　末吉（企画調査委員会）
委　　員　庄司　晃　（企画調査委員会）
委　　員　堀　伸二　（企画調査委員会）
委　　員　堀川　英二（企画調査委員会）
委　　員　武藤　元美（企画調査委員会）
委　　員　時里　啓二（企画調査委員会）
委　　員　河野　元宏（教育委員会）
委　　員　津村　一幸（教育委員会）
委　　員　中川　国久（厚生委員会）
委　　員　藤田　義生（企画調査委員会）
委　　員　松尾　真悟（厚生委員会）

■産学連携推進チーム

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）

■ＣＧコンテスト企画チーム

チーフ　藤田　義生（企画調査委員会）

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　広瀬　太二（教育委員会）

委　員　宮下由紀子（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）

委　員　松尾　真悟（厚生委員会）
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　西日本コンピュータ株式会社に入社して２年目となります。前職では、小売業・流通業
を中心としたEDIのASPサービスの導入・運用を担当し、また現在は自治体の人事システ
ムの開発を担当しております。
　転職したばかりの昨年１年間は、慣れない業務と環境に順応することに苦労しました。
担当となったシステムについて未熟な知識にも関わらず、社内の同じグループの先輩メ
ンバーやお客様からの温かいご指導、また時には厳しいお叱りを受け、今までにない経験
をさせて頂いたことを感謝しております。逆にこの経験が私にとって今後の大きな強み
になるだろうと確信しております。
　今後も自身のスキルアップの努力を怠ることなく、新しいことに積極的にチャレンジ
し、１日も早く会社に貢献できる社員となるよう頑張ります。

西日本コンピュータ 株式会社
システム技術部 PITグループ　　家　村　 要　介

　韓国（大邱）出身の私は今月で日本生活６年３ヶ月を迎えます。ひらがなの書き方から
始めた４年間の留学生活（日本語学校・大学院）を経て、現在西鉄情報システム株式会社
に入社して２年目になります。会社では、６月からスタートした新規事業「西鉄情報シス
テムのクラウドサービス」を担当いたしております。
　外国人でいながら日本の会社で仕事ができるのは尊敬できる上司や頼りになる先輩の
方々、そして励ましてくれる沢山の同僚に恵まれて、感謝の気持ちでいっぱいです。また、
社会に足を踏み入れて、実感していることは「共に生きる」ということです。有能な人で
あっても一人の力では限界があるからです。仕事は人々の知恵を借り、支えられ、人々の
ためにするものだと考えています。人との出会いの中で、毎日が勉強であり、少しずつで
すが成長し続けていると感じております。
　私が目指しているこれからの仕事は、日本全国はもちろんアジアをターゲットにした
グローバルビジネスの開発です。そのために、もっと色んな人々とコミュニケーションを
交わしながら多様な文化を吸収し、多くの人々が求めているニーズをキャッチしてそれ
らに応えていくことができるよう努力して参りたいと思っております。

西鉄情報システム 株式会社
ソリューション本部　事業開発グループ　　鄭（ジョン）ボラ
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シリーズ「わが社のホープ」

　久留米情報システム株式会社へ入社し２年が経ち、やっと仕事に慣れてきたように感じ
ます。入社してすぐは不安なことばかりでした。その中で今まで頑張れたことも、先輩方に
一から温かく指導頂いたおかげだと心から感謝しております。
　私は営業部に配属され、企業への新規訪問を行ってきました。初めはとても緊張し、何度
も断られることからドアをノックするのでさえ怖かったことを覚えています。そんな中、「そ
れが当たり前」と先輩方に励まされ、何度も訪問するうちに段々と話を聞いて下さる頻度も
増えてきました。今では新しい人との繋がりを作れる楽しさと、相談を頂き解決へのお手伝
いをさせて頂く充実感を感じながら一日一日を頑張っています。
　これからも様々な仕事に携わりながら自身を磨き、お客様に信頼される営業マンを目指
し頑張ります。

久留米情報システム 株式会社
営業部　　林　　寛　之



ＦＩＳＡイベント報告

　２月12日、住友生命博多ビルにて、平成21年度公開セミナーを開催し、30社49名の参加がありました。

■第１部　「人間と共生する次世代知能ロボット」
　　　　　　　　　　　―ロボットではなく環境を整備するという試み―
　講師に㈶九州先端科学技術研究所　生活支援情報技術研究室長　木室義彦氏
をお迎えし、実機でのデモも用いながらロボットの技術開発にあたり、機械的

開発に伴う安全性や使用環境等、あらゆ
る事も考慮していかなければならないこ
とを知りました。

■第２部　「知的財産権紛争と企業対応」－特許関係争訟を中心に－
　講師に長島・大野・常松法律事務所　パートナー弁護士　三村量一氏を迎え、
企業側の事業など専門的な内容からわかりやすい内容まで、興味ある知的財産
についての講義をしていただきました。

　第15回役員・委員会対抗ゴルフコンペを６月３日（木）、嘉穂カントリー倶楽部で開催いたし
ました。
　心配していた雨も問題無く絶好のゴルフ日和となり、皆さん大いに楽しまれたようです。参
加者は役員チーム（４名）、企画調査委員会（7名）、広報委員会（５名）、教員委員会（５名）、厚生
委員会（８名）の29名が参加しました。企画調査委員会が貫禄を見せ、久しぶりの団体優勝に輝
きました。今回の賞品は趣向を変え、採りたての鮮魚、有機野菜、果物にしましたが奥様方に喜
んでもらえたようです。参加者の皆様お疲れ様でした。

【成績】（団体戦）優　　勝：企画調査委員会
準 優 勝：厚生委員会
３　　位：広報委員会

（個人戦）１　　位：池田　康二（教育）
２　　位：津田　邦博（広報）
３　　位：磯部　　洋（企画調査）
ベスグロ：井上　貴加志（厚生）

次回幹事は企画調査委員会です。よろしくお願い致します。

　３月25日（木）～４月12日（月）、福岡空港第３ターミナルビル１Ｆロビーに
て、「第５回ふくおか・ゆめ・みらい　CGコンテスト」入選作品展を開催いたし
ました。
　57校1163点の応募作品の中から、県知事賞、審査委員長賞、福岡県教育委員会賞、

ソフトバンク賞、アビスパ福岡賞、協会賞、入賞の186
点を展示いたしました。

　また、４月３日（土）には、麻生情報ビジネス専門
学校による「CG体験コーナー」も設け、行きかう子ど
もたちが代わる代わるパソコンでの塗り絵に身を乗り出して熱中していました。
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　ビジネスシヨウ九州2010は、６月10日（木）・11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「進
化する情報技術！拡がる情報通信！～元気経営と豊かな未来をめざして～」。
　今回は、61社・団体が出展し、557㎡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、４年連続で動員目標１万名を超える12 ,130名（２日間計／前年10 ,590名）と
近年最高の来場者を数えました。
　地元IT企業が一同に会した今回の出展の中では、最新の情報通信関連、ビジネスソリューション、情報セキュリティ
関連機器、システムをはじめ、最近話題のSaaS／クラウドコンピューティングサービスソリュ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、クラウドサービスセミナー、ネクスト・

ドキュメントセミナー、次世代ネット社会トラックを４階・５階フロアで開催。併
せて出展社プレゼンテーションセミナーを展示会場内で開催し、多数の聴講・参
加者（過去最高の事前申込延べ2,200名）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〕
NTTデータNCB 、コア　九州カンパニー、西部ガス情報システム、　　
システムプラネット、システムニシツウ、西鉄情報システム、日米電子、
BCC、ヒューマンテクノシステム、福岡情報ビジネスセンター　　　　

　「ビジネスシヨウ九州2010」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10日（木）、福岡国際会議場１階レストランで開催されました。５回
目となる今回は53社、105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９社、18人が参加されました。企画調査委員会では、「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・推進していきたいと考えています。
　また、今年は口蹄疫問題が発生し、当交流会費用の中からと参加者から６万円近
くの募金をしました。

１．事務局へ申込み
事務局へお問い合わ
せの上、「誓約・登
録申請書」を提出し
て下さい。

２．事務局受付
申込時のメール
アドレスへ招待
メールが発送さ
れます。

３．招待メール確認
本文中のURLへアクセスして
下さい。
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６．ログイン完了
ホーム画面が表示さ
れます。
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５．ログイン画面　http://www.fisa-sns.jp/openpne/
申込時のメールアドレスとプロフィール登録時のパ
スワードを使用してログインして下さい。

※ 次回ログインのため、ブックマークやお気に入りへ登
録しておくと便利です。
※ パスワードを忘れた場合は、「パスワードを忘れた方は
こちらへ」のリンクをクリックしパスワードを再発行
して下さい。
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４．プロフィール登録
画面手順に従って各種情報
を登録して下さい。
完了後、ログイン画面へのリ
ンクが表示されますのでア
クセスして下さい。

FISA-SNS ログイン方法
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新規会員紹介

■代表者　代表取締役社長　益島　寛
■所在地　〒812-0011
　　　　　福岡市博多区博多駅前３‒９‒８
　　　　　SECビル４階
■TEL　092-433-0066　 ■FAX　092-433-0067
■URL　http://www.enips.co.jp/
■セールスポイント

　 　当社は、エイジス九州株式会社の関連会社とし設立し
今年で16年目を迎える事ができ、設立以来得意分野であ
る携帯端末（PDA、HT、携帯等）を利用したシステム開発
を始めオープン系の開発を中心に行っており、近年では、
Web関連、制御系の開発にも着手し、新たな技術・分野に
も積極的に取り組んでおります。グ
ループのエイジスは、チェーンサー
ビス棚卸業界№１の実績シェアが
有り、企業理念として「お客様にプ
ロフェッショナルとして、最高レベ
ルのサービスを提供する」を掲げ、
御客様の立場で考えたシステム開
発に取組んでいますので今後とも
宜しくお願い致します。

■代表者　九州支店長　江藤　勝博
■所在地　〒812-0011
　　　　　福岡市博多区博多駅前２丁目19番24号
　　　　　大博センタービル10F
■TEL　092-436-3734　 ■FAX　092-436-3789
■URL　http://www.csicorp.jp/
■セールスポンイト

　 　私たちは各フィールドで、企画・ソリューション提案か
ら、開発・設計、評価・検証、システム導入、保守・運用、
情報セキュリティ・コンサルティングに至るまで、ソフト
ウェアに関わるすべてのサービスをご提供しています。 ま
た、開発プロセスで蓄積したノウハウをお客様と共有し、
新しいビジネスを創造するお手伝い
も行っています。
　 　私たちCSIは、つねにお客様
のご要望にお応えすることを最
優先に考え、行動しています。

　◇品質管理体制の構築
　◇データ・情報の蓄積と精査
　◇トータル品質の重視

■代表者　代表取締役　　阿世賀　哲夫
■所在地　〒812-0853
　　　　　福岡市博多区東平尾一丁目3番3号
■TEL　092-629-6633 　■FAX　092-629-6637
■URL　http://www.gyoseiq.co.jp/
■セールスポイント

　 　行政システムエンジニアリングサービス㈱は、常に前向
きで誠実をモットーとし、最新技術で商品開発につとめ、
地方自治体の情報化の支援を行っております。グループ企
業ならびに従業員と共に共存共栄をはかり、地域社会に貢
献することをめざしております。

　◇アウトソーシング事業
　　・フルアウトソーシング
　　・アウトソーシング
　　・システムエンジニア派遣
　　・人材派遣
　　・オペレーター派遣
　　・自治体窓口業務支援
　◇ソフトウェア開発／導入支援サービス
　◇システム保守サービス

■代表者　九州センター長　矢田　成夫
■所在地　〒812-0016
　　　　　福岡市博多区博多駅南１-８-３２
　　　　　九州ビル４F
■TEL　092-481-3649　 ■FAX　092-451-2707
■URL　http://www.ikic.co.jp
■セールスポイント

　 　弊社はコンサルティングからシステム開発・インテグ
レーション、システム運用、さらにリサーチ＆マーケティ
ングといった一連のサービスをニーズに応じ、連続的に複
合的に、時に即時即応体制で、柔軟に提供することができ
ます。その中でも九州センターは金融、自治体、製造、流通・
サービス業中心に九州のお客様に対して長年培ってきた
実績とスキル・ノウハウを持って常に「選ばれる企業」を
目指してまいりました。
　 　今後も地域に密着してお客様に最高のサービスを提供
していこうと思っております。よろしくお願い致します。
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アイエックス・ナレッジ
株式会社



■代表者　代表取締役社長　酒井　秀夫
■所在地　〒812-0011
　　　　　 福岡市博多区博多駅前3-6-12
　　　　　オヌキ博多駅前ビル５F 503 （福岡オフィス）
■TEL　092-433-7860　■FAX　092-433-7861
■URL　http://www.ascendia.jp/
■セールスポイント

　 　弊社は「地域との共生」をキーワードとし、「顧客に確か
な価値を提供するソフトウェア開発、技術者派遣、コンサ
ルティング」及び「IT人材の育成、支援」に取り組んでおり
ます。

　　アセンディアの社名の由来は、「Ascend」＋「Area」。
　 　すなわち、地域社会とともに成長・向上しようとの意味
を込めています。

　 　日々、成長し続けること、そして、自身の成長をお客様
に提供すること、これがアセンディアの価値の源泉です。

　 　東京、大阪、大分、福岡、盛岡、仙台に拠点を持ち、全国
拠点の強みを生かしてノウハウや人材の交流、連携をしな
がら日々の業務に邁進しております。今後も末永いお付き
合いの程宜しくお願いいたします。

■代表者　代表取締役　友田　健治
■所在地　〒811‒2104
　　　　　福岡県粕屋郡宇美町大字井野433-1
■TEL　092-933-9300　■FAX　092-933-9303
■URL　http://www.towardls.co.jp/index.html
■セールスポイント

　 　トワード物流はあらゆる物流シーンであなたが満足出
来るサービスを提案し、実行いたします。
【全国３ＰＬサービス】
　 　トワードの情報システム構築力を各に、全国各地に総合
物流サービスを提供いたします。

■代表者　代表取締役会長　平石　勝之
　　　　　代表取締役社長　坂本　賢治
■所在地　〒812-0853
　　　　　福岡市博多区東平尾一丁目3番3号
■TEL　092-629-2266　■FAX　092-629-2269
■URL　http://www.gyoseiq.co.jp/
■セールスポイント

　 　弊社は「地域社会にもっと暮らしやすい環境と充実した
住民サービスを提供したい」という強い想いから、地方自
治体の特徴や個性、行政運営のニーズを探求し、最先端の
技術で商品やサービスを安心してお使いいただけるシス
テム環境を常に創造しています。また、弊社の経営理念で
ある「顧客本位」「独自能力」「社員重視」「社会との調和」
の4つの柱をもとに地域社会の未来を地方自治体とともに
力強くサポートできる「行政運営のパートナー」であり続
けたいと考えます。
　 　今後は、販売エリアを全国に拡大し、最適なソリュー
ションを全国的に提供して参りますので、宜しくお願い申
し上げます。

　※ このURLは、現ASKのURLです。GcomのHPはまだ作成されており
ませんので、ASKのHPが表示されます。８月までには変更したいと
思っております。

　　Gcomの内容に変更してもURLは変りません。
　　よろしくお願い致します。

■代表者　代表取締役　池田　義憲
■所在地　〒812‒0036
　　　　　福岡市博多区上呉服町10番１号
　　　　　博多三井ビル４Ｆ
■TEL　092‒263‒7580　■FAX　092‒263‒7581
■URL　http://www.ast-fukuoka.co.jp/
■セールスポイント

　 　当社は、1997年3月に株式会社アドバンスドシステムテ
クノロジー（東京都千代田区）を母体として誕生して以来、
金融・社会公共（自治体）・製造・物流等の分野において
数多くの実績を築いてきました。これまでの実績から得た
豊富な業務知識やノウハウを活かし、お客様に感謝感動し
て頂けるシステム創りを追求して参ります。

株式会社
エイ・エス・ティ

株式会社アセンディア
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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
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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
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発　行　日／２０１０年８月１日
印　　　刷／社会福祉法人　福岡コロニー

事務局だより
福岡県情報サービス産業健康保険組合からのごあいさつ

編 集 後 記
　暑中お見舞い申し上げます。会員皆様の一層のご繁栄を祈念致します。厳しい経済状況ではありますが、
サッカー・ワールドカップでの「ニッポン」の活躍で、盛り上がりを見せた今年の夏であったと思われま
す。「FISA盛り上がり」の施策の一つとしてとして2009より運用を開始致しております「FISA-SNS」を多
くの会員様に活用して頂きたく、「FISA-SNS」の登録方法を改めてこの９頁に記載致しております。是非
参加して頂き、会員皆様方の交流の場となる事を期待致しております。
　最後になりましたが、当ニュース発行に際し、ご多忙中にも係わらず、ご協力、原稿執筆いただきまし
た皆様方、並びに関係者の皆様方に、この場をおかりして厚く御礼申し上げます。　　　　　　　　（TN）

会員加入状況
FISA会員200社を目標に、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。

H21.3 . 31 H21 .4 . 1～H22 .6 . 1 H22 .6 . 1 備　　　　　考
現　在 入　会 退　会 変　更 資格喪失 現　在 【入　会】

 H21. 4 . 1 （正A）九州システムコンサルティング㈱ 
 H21. 4 . 1 （正A）㈱ディジテック 
 H21. 4 . 1  （正B）㈱トラスティング・システム　福岡支社
 H21. 4 . 1  （賛）特定非営利活動法人 高度ITアカデミー
 H21. 6 . 1 （正A）ユニティ・ソフト㈱ 
 H21. 6 . 1 （正A）㈱ジー・クリエイト
 H21. 6 . 1 （賛）㈱ソルネット経営
 H21. 6 . 1 （賛）㈱九電ビジネスフロント
 H21. 8 . 1  （正B）日立ソフトウェアエンジニアリング㈱ 

九州事業所
 H21. 8 . 1 （賛）USOL九州㈱
 H21.10 . 1 （正B）サイバーコム㈱
 H22. 3 . 1 （正A）㈱ニップス システムセンター
 H22. 3 . 1 （正B）㈱CSI 九州支店
 H22. 4 . 1  （正A）行政システムエンジニアリングサービ

ス㈱
 H22. 4 . 1  （正B）アイエックス・ナレッジ㈱ 九州センター
 H22. 6 . 1 （正A）㈱エイ・エス・ティ
 H22. 6 . 1 （正A）Gcomホールディングス㈱
 H22. 6 . 1 （正B）㈱アセンディア 福岡オフィス
 H22. 6 . 1 （正B） ㈱トワード物流

【変　更】
 H21. 6 .12 （正B）→（正A）TDIビジネスシステムズ㈱
 H22. 1. 7 （正B）→（正A）㈱システムニシツウ

【退　会】
 H21. 6 .12 （正A）シンプルベスト㈱
 H22. 1.20 （賛）エール㈱
 H22. 3 . 1 （正A）㈱アイカル
 H22. 3 .31 （正A）㈱アクセス
 H22. 3 .31 （正A）㈱カウン・システム・サービス
 H22. 3 .31 （正A）ブルーオーシャンシステムズ㈱
 H22. 3 .31 （正B）㈱イーウェーヴ　福岡営業所
 H22. 3 .31 （正B）エム・シー・エス㈱　九州センター
 H22. 3 .31  （正B）サン・マイクロシステムズ㈱ 九州支社
 H22. 3 .31  （正B）㈱テクノプロ・エンジニアリング 九州

支店
 H22. 3 .31  （正B）㈱ビジネス・インフォメーション・テク

ノロジー福岡支社
 H22. 3 .31  （正B）㈱ブロードリーフ　福岡システム開発

グループ
 H22. 3 .31 （賛）マイクロソフト㈱　九州支店

【平成22年度 資格喪失】
 H22. 4 . 1 （正A）㈱エーブリッジ
 H22. 4 . 1 （正B）㈱エイチピーティー　九州支社
 H22. 4 . 1  （正B）SRMテクノロジーズプライベートリミ

テッド
 H22. 4 . 1 （正B）㈱ピーアンドピー　九州支社
 H22. 4 . 1 （賛）㈱アイエスエフネット　福岡支店

正
会
員
Ａ

北九州・行　橋 13 1 14

福　岡・飯　塚 100 7 -5 2 -1 103

久留米・大牟田 4 4

小　　　　　計 117 8 -5 2 -1 121

正
会
員
Ｂ

北九州・行　橋 0 0

福　岡・飯　塚 46 7 -6 -2 -3 42

久留米・大牟田 0 0

小　　　　　計 46 7 -6 -2 -3 42

正　会　員　合　計 163 15 -11 0 -4 163

賛　助　会　 員 30 4 -2 -1 31

合　　　　　計 193 19 -13 0 -5 194

　このたび、理事長を務めることになりました平石で
ございます。
　日頃より福岡県情報サービス産業健康保険組合の運
営に多大なご協力とご理解をいただき厚く感謝いたします。
　さて、景気は回復基調にあるとはいえ、私どもには実感として景気は今一つ厳しいものが続
いております。
　健康保険組合を取り巻く情勢もきわめて厳しく、全国の健保組合の22年度の予算早期集計
では、89%の組合が赤字予算で過去最悪の6,605億円の赤字となっております。医療費は22年4
月より改定になり引き上げられ、高齢者医療費の納付金や支援金も増大し、企業経営にその負担も重くのしかかっ
てきております。
　このような中で、FISAを母体とする私どもの健保組合では、被保険者や家族の皆様の健康管理や疾病予防に努め
ていますが、現在、健康保険組合に新規加入される事業所が増えております。
　加入できるのは、FISAの会員（正会員Ａ）で現在「協会けんぽ」の企業になります。
　被保険者4000人ばかりの小さな健康保険組合ではございますが、皆様と心を一つ、一丸となって健康管理や疾病
予防に努めていけばきっと成果をあげ、保険料も低く抑えていけるものと確信しております。
　福岡県情報サービス産業協会の会員の皆様に期待される健康保険組合として、これからも頑張ってまいります。
　皆様のご協力、ご支援を宜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
理事長　平石　勝之
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