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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。
さて、さる６月 11 日に開催されました平成 27 年度通常総会におきまして、19 名の理事及び２名の監事が選任
されました。新任理事、監事一同、皆様のご期待に応えるべく、精一杯努力する所存でございますので、会員の
皆様の一層のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
福岡県情報サービス産業協会は、平成７年に社団法人となり、また平成 24 年の公益法人改革で一般社団法人
となるなどの変遷を経て、今年で法人化 20 周年を迎えます。
この間、情報サービス産業を取り巻く環境の変化は想像を超えるものがあります。近年は、クラウドサービス、
モバイル、ビッグデータさらにはIoT（Internet of Things）などのキーワードで語られるビジネスや社会生活へ
の浸透や利用者からの効率性・利便性の追求が高まる一方、情報漏洩やサイバー攻撃など情報化社会の基盤を
揺るがしかねない事態も発生しています。会員企業の皆様におかれては、進化し続けるIT技術に対応し、お客
さまへの利便性・安全性の高いサービスを提供することによって、地域産業の振興や社会生活の向上に貢献し
ていただくとともに、自社の更なる発展に繋げていただくことを期待するものであります。
当協会の事業活動につきましては、現在の第３期３ヶ年ビジョンで掲げる「地域への貢献、そして地域との共
創へ」の実現に向けた取り組みを進めるとともに、環境の変化に柔軟に対応した事業展開に意を払っていくこ
とも肝要と考えております。今はまさに法人化 20 周年の節目で、次期３ヶ年ビジョンの検討時期でもあります。
このような状況の中で、委員会等の組織や事業内容を今一度見直し、これからの時代に相応しい体制・事業内
容とし、皆様のニーズに的確に対応できるよう務めてまいる所存であります。
会員企業の皆様とともに、情報サービス産業界並びに地域社会の発展に向けた諸活動に取り組んでまいりま
すので、よろしくお願い申し上げます。

「理事（19 名）・監事（2 名）」名簿
（社名

理事

監事

会員名
株式会社麻生情報システム
株式会社エーエスエー・システムズ
株式会社ＮＴＴデータＮＣＢ
株式会社ＦＣＣテクノ
株式会社九州ＤＴＳ
西部ガス情報システム株式会社
Ｇｃｏｍホールディングス株式会社
株式会社シティアスコム
株式会社ソルネット
株式会社テクノ・カルチャー・システム
西鉄情報システム株式会社
西日本コンピュータ株式会社
日本システムスタディ株式会社
株式会社ＢＣＣ
フォーサイトシステム株式会社
福岡コンピューターサービス株式会社
株式会社福岡ＣＳＫ
安川情報システム株式会社
一般社団法人福岡県情報サービス産業協会
九州ＮＳソリューションズ株式会社
富士通エフ・アイ・ピー株式会社 九州支社

役職名
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
取締役執行役員
専務理事兼事務局長
代表取締役社長
支社長

五十音順）

氏
瀧中
麻上
大谷
小林
平野
鬼山
平石
藤本
長濵
中村
村田
西
青谷
幸田
遠藤
衞藤
城尾
石田
田中
池田
山下

名
秀敏
俊泰
温仁
勝
靖
愛邦
大助
宏文
好数
祐二
秀明
哲郎
哲也
好和
史朗
伸行
芳美
聡子
一弘
隆雄
定利

※任期：平成 27 年 6 月 11 日～平成 29 年 6 月 11 日

2

「平成 27 年度 通常総会」開催
６月 11 日（木）
、西鉄グランドホテルで平成 27 年度通常総会を開催しました。正会員 103 社（委任状含む）、賛助会
員 11 社の皆様にご出席をいただきました。
議事の概要は次のとおりで、決議事項についてはいずれも原案のとおり承認されました。

議案審議
○報告事項
〔平成 26 年度事業報告〕
〔平成 26 年度公益目的支出計画実施報告〕
 一般社団法人への移行に伴い福岡県へ提出しなければならない平成 26 年度
公益目的支出計画実施報告書について報告するとともに、26 年度の法人事業、
委員会事業等の実施状況について、各委員長等から報告を行いました。なお、
公益目的支出計画は予定どおり３年の期間を終了しました。
〔平成 27 年度事業計画及び収支予算〕
 平成 27 年度の事業計画及び収支予算について報告しました。27 年度は特定資産 4,000 千円を取崩して 20 周年記
念事業を実施することから、収入・支出、いずれも前年度比 4,899 千円増の 36,530 千円となっております。
○決議事項
第１号議案 平成 26 年度収支決算承認の件
 平成 26 年度決算は、収入 37,855,485 円、支出 35,812,694 円、差引 2,042,791 円の収入増（黒字）となりました。受
託事業収入の増などが要因です。なお、一般正味財産の 26 年度末残高は、4,510,622 円となっております。
第２号議案 任期満了に伴う役員選任の件
 理事 19 名（留任 17 名、新任２名）と監事２名（留任１名、新任１名）が選任されました。新しく理事・監事に就
任された３名は次の方々です。

大谷 温仁 理事
（㈱ＮＴＴデータＮＣＢ）

城尾 芳美 理事
（㈱福岡ＣＳＫ）

池田 隆雄 理事
（九州ＮＳソリューションズ㈱）

また、その後に開催しました臨時理事会におきまして、会長、副会長、専務理事が次のとおり互選されました。
□会
長
□副 会 長

□専務理事

鬼山
西
藤本
遠藤
田中

愛邦（新任
哲郎（留任
宏文（留任
史朗（新任
一弘（留任

西部ガス情報システム㈱ 代表取締役社長）
西日本コンピュータ㈱ 代表取締役社長）
㈱シティアスコム 代表取締役社長）
フォーサイトシステム㈱ 代表取締役社長）
福岡県情報サービス産業協会 事務局長）

講 演 会
 講演会には 105 名の皆様にご参加いただきました。
今回は、太宰府天満宮禰宜・太宰府天満宮文化研究所
主管学芸員の味酒安則様に「黒田官兵衛（如水）と天神
信仰」と題してご講演をいただきました。黒田家と太
宰府天満宮の繋がりについて興味深い話をうかがうこ
とができました。

懇 親 会
 講演会終了後には、九州経済産業局情報政策課課長
の田中様、福岡県新産業振興課企画監の城石様、福岡
エレコン交流会会長の土屋様を来賓としてお迎えし、
懇親会を開催しました。82 名の皆様にご参加していた
だきました。
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委員会・プロジェクトチームの委員長（チーフ）紹介
■企画調査委員会（メンバー
委 員 長

小林

健一

62 社）

■教育委員会（メンバー

㈱福岡CSK

委 員 長

3 ヵ年ビジョンの 3 年目にあたる今年度
は、施策内容の仕上げとともに、次なる 3 ヵ
年ビジョン作りを本格化させます。
「地域への貢献、そして地域との共創」と
いうスローガンのもと、福岡県内における
FISAの立ち位置を築いてきたこの 3 年間の
取り組みを活かしながら、新たな 3 年を描
きたいと考えています。皆様のご協力をよ
ろしくお願い致します。

■広報委員会（メンバー
委 員 長

浦田

隆生

森

俊英

㈱福岡ソフトウェアセンター

■厚生委員会（メンバー

㈱アプロティクス

委 員 長

今年度は、委員長として多くの会員の皆様が
必要とする情報の提供と更に会員外の機関・団
体への広報活動として、機関紙の発行及びホー
ムページリニューアルを進めていきます。また、
FISA-Facebookについても、会員の皆様の情報
交換・意見交換の場に留まらず外部向け広報
ツールとして情報発信が出来るよう整備したい
と考えております。今年度は、FISA 20 周年に
あたり「20 周年記念誌」の発行をいたします。

委 員 長

研司

今年はFISA設立 20 周年です。委員長も2
年目となりこれまでの委員会活動を軸として、
活動します。また、20 周年記念事業おいては
地域貢献もできるものを準備しています。新
しい事にも積極的に取り組みながら教育委員
会の存在意義を示せるように活動していきた
いと思います。他の委員会とも連携し会員企
業の皆様に必要とされる様、一生懸命頑張っ
ていきますので、よろしくお願い致します。

44 社）

■ビジネス開発委員会（メンバー

宮川

39 社）

松尾

真悟

31 社）

マイクロコート㈱

委員長 3 年目となり「離」の時期になったか
と思います。引き続き「会員企業の福利厚生
充実・職場環境改善支援」を活動方針として、
各種取り組みを行って参ります。
直近ではコミュニケーション向上・ストレ
ス解消を目的として20 周年記念事業「FISA
大運動会」を実施いたします。お誘い合わせ
の上、奮ってご参加ください。

16 社）

■産学連携推進チーム（メンバー ９社）

グローバルブレインズ㈱

チ ー フ

今年で３周年を迎える「ふくおかクラウド
アライアンス」を中心に、会員の皆様とＩＴ
ユーザ、またはＩＴベンダーとの出会いの場
を提供し、皆様の新しいビジネスのきっかけ
にしていただければと思います。8 月26日の
「３周年セミナー」では、ＳａａＳビジネス最
前線情報をお届けしますので、是非ご参加く
ださい。

牛島

賢二

㈱サンレイズ

私達産学連携推進チームは、IT業界特別講
義等を通して学生の皆さんに福岡のIT企業に
興味を持ってもらえるよう活動しています。
今年度から更に踏み込んで、FISA会員企業
による学内企業説明会を福工大と共に計画中
です。
FISAの発展ならびに福岡の活性化のために
も、何とか実績を残したいと思っておりますの
で、皆様のご協力をよろしくお願い致します。

暑中お見舞い

申し上げます

■CGコンテスト企画チーム（メンバー ９社）
チ ー フ

今村

健司

㈱ディジテック

ＣＧコンテストの応募点数は年々増えて
いましたが、ここ２年は応募数も落ち着いて
いる状況にあります。ＣＧコンテストのメン
バーを中心に各会員企業様にもご協力いた
だき広報活動に力を入れていきます。また、
北九州地区からの応募数は全体の７割を超
えていることもあり、展示会場を福岡空港の
みならず北九州地区でも展示できるように調
整してまいります。
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FISA イベント報告
「クラウド活用でビジネス変革セミナー」の開催

（ ビジネス開発委員会 ）

１月 20 日（火）に「クラウド活用でビジネス変革セミナー ～クラウドサービスを正し
く理解し、うまく活用しよう～」を、Ruby コンテンツ振興センターにて開催し、15 社
15 名のご参加いただきました。
講師に（一社）クラウド利用推進機構 総合アドバイザー 吉田雄哉氏をお迎えし、クラ
ウドの基礎からクラウドサービスとの向き合い方、セキュリティへの取り組み、実運用ま
でに実施する STEP など、実経験を交えた話でとても有意義なセミナーとなりました。
業界では、「クラウドサービス」を新たな事業の柱にする動きが活発になってきてお
り、クラウドサービスを導入するユーザー企業の「ICT 利活用による中小企業の生産
性・競争力の向上」に注力していきたいと考えております。

「４委員会合同交流新年会」の開催

（ 企画調査委員会 ）

例年実施しています４委員会合同交流新年会を１月 22 日（木）に、八仙閣本店にて開
催しました。
４委員会がそれぞれ別の部屋で委員会会議を開催し、終了後には委員会相互の交流
を目的として合同で交流新年会を行いました。
理事の皆様にも数多くご参加いただきまして、総勢 78 社、102 名の大宴会となり、畳敷
きということもあり、時間が経つとともに元の席が解らないほど移動が激しくなり、名刺
交換や情報交換の場として大いにご活用いただけたと感じました。各委員会内交流会はも
とより、このような大きな場を設けることにより、会員相互の交流がより一層広がるととも
に深められ、結果として会員企業のビジネスにつながる機会になればと考えております。

「メンタルヘルスケアセミナー」の開催

（厚生委員会）

2月17日（火）に日本産業カウンセラー協会九州支部において、
「メンタルヘルスを正しく理解し活用することが全ての健康
に繋がる」として、人事労務戦略に活かすコミュニケーション力の向上を実践的に解説するセミナーを実施いたしました。
セミナーでは、講師の大坪先生より、ご自身の身に起きた症状を踏まえて、メンタルダウンとはどのようなものか、
どのように起きるのか、また業務に起因するものだけではなく、家庭でのストレスも大きな要因となることなど、非
常に判りやすく説明していただきました。家庭内の問題ゆえに他者へ相談することも
難しく、ストレスを蓄積させてしまう。そこに仕事の悩み（人間関係、過重労働）が加
わって閾値を超えてしまう。ストレスをゼロにすることは出来ないため、安全圏内に
収まるように自己でストレスを解消・消化するセルフケアが重要であること、また職
場で上司・同僚が閾値を超えそうであることを早期発見することが重症化を防ぐため
には重要であるとの解説でした。
今冬より企業のストレスチェックが義務化されることもあり、メンタルヘルスケア
に対する要望はますます高まっております。今年度も会員企業のニーズを満たすメン
タルヘルスケアセミナーを企画して参ります。

「合同モデル企業見学会」の開催

（教育委員会）

２月26日（木）に４団体（FISA、福岡エレコン交流会、KRP［九州電子流通業協議会］
、テレコム
サービス協会九州支部）合同で企業見学会を開催致しました。27 社 42 名の方々にご参加頂きました。
今回の訪問先は比較的近場でしたので、見学内容も盛り沢山でした。三菱電機では、パワーデ
バイス等の製造過程を見学し、福岡県水産海洋技術センターでは、水産資源の調査や資源管理の
技術開発等の説明を受けました。福岡市産学連携交流センターでは、
「分析解析よろず相談所」と
いうことで、各種分析機器室（走査型、透過型電子顕微鏡、核磁気共鳴装置）の見学を行いました。
九州大学では、最先端研究 30 に選ばれた有機光エレクトロニクスの世界
的研究者である、安達千波先生の講演を聴講しました。有機 EL ディス
プレイや有機 EL 照明の未来のお話であり、とても興味深いものでした。
最後に有機光エレクトロニクス実用化開発センターにて第３の有機 EL
発行材料（TADF）の実用化研究の見学を行いました。
参加者の方々からも「大変面白かった」とのお言葉を頂きました。最
後はアサヒビール園にて恒例の懇親会を開催致しました。朝からの移動
の疲れも忘れて、皆様和気藹々のムードの中、懇親を深めました。
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「第 10 回ＣＧコンテスト」審査会及び入賞作品展示会の開催

（ＣＧコンテスト企画チーム）

昨年７～12 月に県内の小学校をはじめパソコン教室等に募集の案内を行い、県内 89 校から1,876
点の応募がありました。１月27日（火）に行いました審査会には、九州大学大学院 芸術工学研究院
の源田教授を審査委員長に、審査員には福岡県教育庁義務教育課の高野指導主事、ＣＧコンテスト
チームメンバーで審査を行いました。審査には大変苦労しましたが、福
岡県知事賞をはじめ、32 点の優秀賞と216 点の入選作品を選びました。
これら入賞作品の展示会を３月 13 日（金）～26 日（木）福岡空港第
３ターミナルビル１F ロビーにて開催しました。入賞展示された作品の前で記念撮影をし
ているご家族もいらっしゃいました。来場者アンケートからも「子供たちの想像力豊かな
絵をたくさん見られて、心が温かくなりました。」とコメントいただきました。

｢ 公開セミナー ｣ の開催

（教育委員会）

３月18日（水）
、Ruby・コンテンツ産業振興センターにて、平成26 年度公開セミナーを開催し、25 社33名の参加がありました。
■第一部「人事コンサルが感じている採用ジレンマ」
 講師に組織人事コンサルティング事務所 みんなの人事部の陣内厚一郎氏をお迎えし、人事
コンサルからみた採用のジレンマと、効果的な採用とそのために必要な組織の作り方について
解説して頂きました。
■第二部「ユーザの心をつかむ UI デザイン ～クックパッドのこだわり」
 講師にクックパッド株式会社 執行役 の池田拓司氏をお迎えし、UI/UX の基本的な考え方か
ら、サービスにどのように反映されるのか、クックパッド社での具体的な事例、実践するため
に必要な組織や開発スタイルについて解説して頂きました。
開発現場での活用や、今後のビジネスへの展開を検討できる大変興味深いお話を聞くことがで
き、参加者一同大いに勉強になったようでした。

｢ ビジネスシヨウ＆エコフェア2015 Next Stage in KYUSHU｣ の開催

（ 企画調査委員会 ）

６月17日（水）
・18日（木）の両日、福岡国際センターにおいて、
「九州からの発信－ここに
未来へのヒントがある！」をテーマに、今回も「九州エコフェア」との同時開催となりました。
IT 関連で、52 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、18,610 名（２日間合計）の
来場者を数えました。大手ならびに地元 IT 関連企業が一堂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、開催初日の 17 日（水）には、福岡サンパレス１階「ラグーン」において、出会いと交
流の場を提供する「名刺交換懇親パーティ」を開催いたしました。39 社 91 名の方々が参加さ
れ、異業種交流を深められました。FISA スローガンに掲げる「地域への貢献、そして地域と
の共創へ」をさらに拡大できるよう、積極的に活用・推進していきたいと考えています。

第 25 回 役員・委員会対抗ゴルフコンペの開催

（ 幹事：厚生委員会 ）

７月４日（土）
、「第 25 回役員・委員会ゴルフコンペ」を麻生飯塚ゴルフ倶楽部で開催しま
した。今回は、日ごろ平日では参加できない方々にも参加しやすいプランとして土曜日開催
を企画いたしました。小雨降る梅雨冷えの中、日ごろの練習の成果を十分に引き出し、楽し
いプレーをされていました。５組で総員 19 名のコンペとなりました。参加者の皆様、大変
お疲れさまでした。成績は下記のとおりです。
【成績】
（団 体 戦 ） 優

勝 ： 広報委員会

準 優 勝 ： 役員チーム
（個 人 戦 ） １

位 ： 田崎

努 （広報：フォーサイトシステム）

２

位 ： 青谷

哲也 （役員：日本システムスタディ）

３

位 ： 立石眞一郎 （広報：麻生情報システム）

ベスグロ： 青谷


哲也 （役員：日本システムスタディ）

※ 次回幹事は広報委員会です。よろしくお願い致します。
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新規会員紹介
ケービーソフトウェア株式会社
■代表者

代表取締役社長

吉満

哲也

福岡営業所所長

和田

憲長

■所在地 福岡市博多区博多駅前４丁目13 番 27 号

代表取締役

梁瀬

和夫

■所在地

福岡市博多区博多駅東２－５－１
アーバンネット博多ビル４階

グランドハイツ博多８階
■ TEL

■代表者

■ TEL

092-292-4665

080-3227-6065

■ URL http://www.kbsoft.co.jp/

■ FAX 092-292-4664

■セールスポイント

■ URL http://www.nss-nangoku-group.com/

ベトナム（ハノイ）の合弁会社 AKB を活用すること
でコスト削減と人材不足の解消を実現します。
１．コスト削減
オ フショア・ラボ開発は日本の価格と比較して
格安！しかも AKB との直接取引は非課税です！
２．人材不足解消
日本語ができるベトナム人技術者を派遣できます。

■セールスポイント

当社は、九州・鹿児島の総合商社南国殖産より、
2006年９月に分社・独立したＳＩベンダー企業であ
り、システム開発・運用支援・ＩＴ機器販売等を主な事
業としております。
本社を鹿児島市に置き、九州を地元地域と捉え、九
州と共に発展する企業を目指します。
最先端技術を基礎に地元の優秀な人材を活用し、地
域の皆様の経営に役立つソリューションを提供し、強固
な信頼関係の構築に邁進いたす所存でございます。

株式会社エム・アンド・アイ
福岡事業所
■代表者
■所在地

代表取締役社長

山中

進

福岡事業所所長

岩崎

寛弘

株式会社 WISHシステムコンサルティング
■代表者
■所在地

代表取締役 桑村 英利
福岡市早良区百道浜２丁目１－ 22
福岡ソフトリサーチパーク３Ｆ
■ TEL 092-832-2250
■ FAX 092-832-2251
■ URL http://www.wish-sc.co.jp/
■セールスポイント

福岡県福岡市博多区比恵町１-１
楠本第７ビル３階

■ TEL / FAX

092-260-8665

私たち株式会社WISHシステムコンサルティングは、平成
17年４月に鹿児島市に設立し、主に業務系システムの構築
を行っています。また、これまでに、かごしまビジネスフロ
ンティア優秀賞、経営革新計画認定、鹿児島市との立地協定
締結など多くの賞を受賞しています。
「お客様に満足していただく高度で専門的な技術を提供
し、社会の発展に貢献するとともに、人生の目的を明確にも
ち、やりがいと感動の人生を歩む企業であり続ける」を社是
とし、会社も個人も目標を掲げ、日々、頑張っています。
福岡オフィスにおいても今後、事業を拡大していく所存
でございますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

■ URL http://www.m-i.co.jp/
■セールスポイント

平成26年10月に福岡事業所を開設致しました。事業
を通じて微力ながら福岡県の発展に寄与出来るよう努
力を続けて参ります。当社は、銀行、保険、流通、製造
業様向けの高度な業務知見を活かしたソリューション
をIBM Power Systemをはじめとした多岐にわたるプ
ラットフォームでご提供させていただいております。ま
た、福岡事業所におきましては特に優秀な技術陣によ
る、Webシステムを中心としたニアショア開発を行っ
ております。
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事務局だより
法人化 20 周年記念事業
○ 20周年記念式典等の開催 ○

○ 小学生向けプログラミングセミナーの開講 ○

平成 27 年 10 月 28 日（水）、西鉄グランドホテル
において法人化 20 周年記念式典等を開催します。
・臨 時 総 会
・記 念 式 典
・記念講演会
・記念祝賀会
追ってご案内を差し上げますが、会員の皆様の
ご出席をお願いいたします。

担当：企画調査委員会

小学生にプログラミングについて関心を持って
もらうことを目的に、プログラミングセミナーを
開講します。
・日 時
平成27 年10月24日（土）
・25日（日）
・場 所
福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター
・対象者
小学生（４年生～６年生） 各日40名
実施の詳細が決まり次第、ご案内をします。周
知・ＰＲにご協力をお願いします。

担当：教育委員会

○ 大運動会の開催 ○

○ 法人化20周年記念誌の発行 ○

会員企業の社員とその家族の皆様の健康増進並
びに会員企業間の交流を目的として、大運動会を
開催します。
・日 時
平成 27 年 9 月 13 日（日）
・場 所
アクシオン福岡（福岡市博多区東平尾）
子供から大人まで参加できる各種プログラムを
用意しております。会員企業の皆様、奮ってのご
参加をお待ちしています。

担当：厚生委員会

FISA 活動を振り返り、今後の活動の参考に資
するとともに、FISA 活動の情報を広く社会へ発
信していくことを目的に、10 月の発行に向けて鋭
意作業中です。
・タイトル 「法人化 20 周年記念誌」

（副題は検討中）
・発行部数
350 部
・配 布 先
関係行政庁、関係団体、会員企業等

担当：広報委員会

会員加入状況
正 会 員
賛助会員

合

計

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。

平成 26 年 12 月 31 日
現 在
150
31
181

入

会

平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年８月１日
退 会
変 更
4
－5
0
0
－3
0
4
－8
0

【入 会】
H27.4.1 （正会員）南国システムサービス株式会社 福岡営業所
H27.4.1 （正会員）ケービーソフトウェア株式会社 福岡オフィス
H27.6.1 （正会員）株式会社エム・アンド・アイ 福岡事業所
H27.8.1 （正会員）株式会社ＷＩＳＨシステムコンサルティング

福岡オフィス

【退 会】
H27.3.31
H27.3.31
H27.3.31
H27.3.31
H27.3.31
H27.3.31
H27.3.31
H27.3.31

【資格喪失】
H27.4.1 （正会員）コンフォートソフィー株式会社

資格喪失
－1
0
－1

平成 27 年８月１日
現 在
148
28
176

（正会員）ジェイエムテクノロジー株式会社
（正会員）株式会社ＡＰＣ 福岡オフィス
（正会員）エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 九州支店
（正会員）株式会社電盛社 ソリューションセンター
（正会員）Future One株式会社 福岡支店
（賛 助）株式会社インターネットイニシアティブ 九州支社
（賛 助）日本ソフト技研株式会社 福岡事業所
（賛 助）ＵＳＯＬ九州株式会社

暑中お見舞い申し上げます。
編集委員長として FISA ニュース 55 号の編集委員を務めさせていただきました。
原稿依頼を快くお引き受けくださった方々、また、編集委員の方々に心からお礼を申しあげます。
任期を終えてほっとするとともに、短い間でしたが貴重な経験をさせていただきました。
一人でも多くの人に、今後も楽しみと言われるような「FISA ニュース」であり続けてほしいものです。

（Y.M）

編集後記

編集・発行／一般社団法人 福岡県情報サービス産業協会 広報委員会
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