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　新年おめでとうございます。

　会員の皆様におかれましては、つつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　昨年FISAは法人化20周年を無事迎えることができました。これも会員の皆様、また諸先輩の方々による20年間に亘

るご尽力によるものと、深く感謝申し上げます。また、各委員会におかれましては、例年の活動に加えて20周年記念事業

のための活動にご協力をいただき、成功裏に記念事業を実施することができましたこと、改めて御礼申し上げます。

　さて、福岡県の経済は緩やかに回復しつつあると言われていますが、まだその力強さは実感できていません。今後、企

業の設備投資の増加や製造分野の回復の動きが、雇用・所得情勢や個人消費へ好影響を及ぼすような経済の好循環が確

立されることで、景気回復が加速することを期待するところです。

　FISAといたしましては、こうした地域状況を踏まえながら新たな一歩を踏み出すことになるわけですが、今後の10年

は、この情報化社会がどのように発展していくのか、皆目見当もつきません。直近の情報通信白書によると、情報通信技

術にスポットを当て、ICTの過去、現在、未来を考察し、将来的にはビッグデータの活用や、物のインターネット化といっ

た技術を基に、社会全体のICT化を目指すとされております。会員の皆様もこうした方向性をきちんと把握し、確実な対

応を進めていただきたいと思います。

　また、当業界全体の動きとしては、ANIAを始めとした主要な情報通信団体が主体となって、ICTに関する事項の政府・

機関への意見表明や、関係する機関との連携、交流を進めていく事になると思います。

　この様に、国、業界をあげてICTによる社会基盤構築を目指すことになると考えますので、当協会としても、時流に乗

り遅れないよう委員会活動を強化していきたいと思います。会員の皆様は日々ご多忙のことと存じますが、ご協力を心か

らお願い申し上げます。

　最後になりましたが皆様のご健勝とますますのご活躍を祈念申し上げます。
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九州経済産業局長
岸　本　吉　生

福　岡　県　知　事
小　川　　　洋

　平成28年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　東京オリンピック・パラリンピックまであと４年となりま
した。九州は、日本でも有数の地域資源に恵まれた地域で
す。日本一の源泉数・湧出量を誇る温泉、阿蘇に代表される
雄大な自然、海・山の幸を生かした豊かな食、数多い近代化
産業遺産などが挙げられます。九州地域の活性化には、地域
を牽引する成長産業の発展や地域資源を活用した訪日観光の
振興など、様々な課題があります。こうした中で、九州経済
産業局といたしましては、以下の取組を進めてまいります。
　九州・沖縄地域の成長産業戦略は策定から３年目に入りま
す。４戦略分野・22のプロジェクトのプロジェクトごとの目
標の実現に向けて、官民プロジェクト「九州・沖縄Earth戦
略」の推進に努めます。中でも、地域の産業を牽引し、海外
に販路を拡大する地域中核企業の成長は重要であり、自治体
と連携して支援を強化いたします。
　地域経済や雇用を支える中小企業・小規模事業者の皆様に
は、「よろず支援拠点」等の取組による出口支援をはじめ、
ニーズに応じたきめ細かな支援を行ってまいります。
　昨年10月に大筋合意したTPP（環太平洋経済連携協定）
は、九州の企業がオープンな世界へ果敢に踏み出す大きな契
機となるものです。企業がTPPを最大限活用し、海外展開
を推進できるよう、協定内容の普及・啓発とともに、支援強
化に努めます。九州地域の主要産業である農業分野では、地
域商社を核にオール九州での農産物のアジアへの輸出を官民
が一体となって推進しており、こうした動きを加速化するな
ど、アジア展開を強力に支援してまいります。
　訪日観光客について、九州では、2023年までに現状の168
万人を440万人に増加させることを目指しております。
　これからの課題は、観光客誘致に加えて、個人客を中心と
した旅行消費単価の向上で、旅行商品、飲食、土産品、これ
ら３つで魅力ある観光地づくりをする、そうしたことを地域
が一体となって取り組む地域を支援してまいります。
　海外からの注目が集まる2019年のラグビーＷ杯や2020年の
東京オリンピック・パラリンピックは海外に地域の魅力を発
信する絶好のチャンスです。自治体のキャンプ誘致活動と連
携した地域のPRや、おもてなし体制の整備など、地域活性化
に向けた様々な取組を支援するとともに、動画等により九州
の魅力を世界に伝えることに努めます。
　本年５月にG７エネルギー大臣会合が北九州市で開催され
ます。本会合の円滑な開催に向けて、各方面のご支援・ご協
力をよろしくお願いします。
　本年もエネルギーの安定供給確保をはじめ、環境・リサイ
クル産業の振興や新エネルギーの導入、省エネルギーの普及
啓発等に取り組んでまいります。特に環境ビジネスにおける
九州企業のアジア地域への展開を支援してまいります。
　本年が皆様方にとりまして輝かしい年となりますことを心
よりお祈り申し上げて、新年のご挨拶と致します。

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、ラグビーワールドカップ2019の福岡での開催
決定、「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録
など、元気な福岡県を国内外に発信する年になりました。
　また、ラグビーワールドカップ2015イングランド大会
での県ゆかりの代表選手の大活躍、福岡ソフトバンク
ホークスの日本シリーズ連覇、アビスパ福岡の５年ぶり
のJ1昇格と大いに盛り上がりました。
　一方、我が国が人口減少社会を迎える中、いかに各々
の地域を元気にするかという「地方創生」に向けた取り
組みが大きな課題です。幸い福岡県は、人口が増え続け
ている数少ない県の一つですが、いずれは減少局面を迎
えることが予測されています。今後予想される人口減少
に一定の歯止めをかけ、誰もが安心して暮らしていける
地域を目指し、昨年12月に「福岡県人口ビジョン・地方創
生総合戦略」を策定しました。この戦略に掲げた「新た
な雇用創出１万人」などの目標と、就任以来取り組んでき
た「県民幸福度日本一の福岡県」の実現に向け、全力で
取り組んでいきます。
　また、昨年10月に「福岡県中小企業振興条例」を制定
しました。福岡県の雇用の約８割を担い、県経済の発展
と活力の原動力である中小企業について、成長段階に応
じてきめ細かに支援し、多様で活力ある成長発展を図っ
ていきます。
　力を入れてきた「グリーンアジア国際戦略総合特区」
は、これまで45社が特区を活用し、約1,350億円の追加設
備投資、約900人の新たな雇用が生まれています。
　県の基幹産業である自動車産業については、設計・開
発から生産までを担うことができる拠点として一層の振
興を図るとともに、他に先駆けて水素エネルギー社会を
実現すべく、FCV（燃料電池自動車）の普及と水素ス
テーションの整備を、官民を挙げて一体的に進めていま
す。
　これらに加えて、将来の成長と雇用が見込まれるロ
ボット、医療・福祉機器、バイオ、航空機などの先端成長
産業の育成を図るとともに、新たに税の優遇制度を創設
し企業の本社機能の誘致を進めます。
　福岡県には、豊かな自然、食、歴史、文化、産業などさ
まざまな魅力があります。県民の皆さまと知恵を出し合
い、力を合わせ、それぞれの地域の強みや特色に磨きを
かけ、地域を元気にし、福岡県全体をさらに前進、発展さ
せていきたいと考えています。
　ICTは今のわれわれの暮らしに欠かすことができない
社会インフラとなっております。さらにIoTの進展によ
り、仕事や暮らしの中でネットワークに接続される機器の
増大が見込まれます。このような中、貴協会の果たす役
割はますます重要になります。貴協会におかれましては、
情報を利活用した豊かな暮らしの実現のために、今後と
も情報関連技術の向上と情報基盤の整備促進に努められ
ますことを期待しております。
　県民の皆さまにとりまして、飛躍の一年となりますよう
心からお祈り申し上げます。
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ふくおかクラウドアライアンス 「3周年記念イベント」開催

産学連携推進事業 「ＩＴ業界特別講義」開催
　FISA 及び FISA 会員企業の知名度の向上並びに、IT 業界への理解を深めてもらうために、平成27年度も『IT 業界
特別講義』を下記の通り開催致しました。

◆九州産業大学：10月７日（水） （10：40～12：10） ･･･ 83名参加
　➢『テレビと IT とニシコン』
　　西日本コンピュータ株式会社 システム技術部 主任 伊藤 拓也様
　➢『聞いて損しない「クラウドによる IT 速攻活用術」』
　　株式会社パイオニアソフト ソリューション営業部 担当部長 山崎 博人様
◆福岡工業大学：10月14日（水） （09：30～11：30） ･･･ 95名参加
　➢『守ります。情報・資源・地球の未来』
　　デュプロ株式会社 IT システム課 課長 安田 高弘様
　➢『データから読み解く IT 業界の現状と未来』
　　マイクロコート株式会社 代表取締役 松尾 真悟様
◆麻生情報システム専門学校：10月29日（木） （14：00～15：30） ･･･ 184名参加
　➢『クラウドで実現する地方創生とこれからのハタラキカタ』
　　株式会社システムフォレスト 代表取締役 富山 孝治様
　➢『私の考える IT プロフェッショナル』
　　フォーサイトシステム株式会社 スペシャリスト 吉村 修司様

　この IT 業界特別講義は、年に一度実施しており、今年で第６回目を迎えました。IT 業界への理解を深めてもらう
のは勿論ですが、出来るだけ多くの学生に FISA 及び FISA の会員企業を知ってもらい、地元への就職意欲を高め
てもらうことで、福岡の活性化に繋がるものと考え実施しております。
　また、産学連携推進チームでは、次年度より FISA 会員企業と福岡の学生を直接つなぐ「FISA 合同企業説明会」を
福岡工業大学様において、平成28年４月27日（水）・28日（木）の２日間開催企画しております。50社の企業に参加し
て頂く予定です。福岡工業大学様からは、IT 企業だけで行う合同企業説明会は初めての企画であり、非常に意義があ
る、とのお言葉を頂いており、大学としても本腰を入れた説明会になる見込みです。
　最後に、このような企画が出来ますのも、「IT 業界特別講義」を通して各学校との信頼関係を築いて頂いた先代の
産学連携チームメンバー、講演頂いた企業様、事務局の皆様のお陰だと思っております。この場をお借りしてお礼申
し上げます。

　８月26日（水）に福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センターで『ふくおかクラウドアライアンス連絡会議』及び『３
周年記念』セミナーを開催しました。2012年８月の発足以来、４回目の開催になりました。
　『連絡会議』では、これまでの事業取り組みの成果と、今後の活動計画につ
いて報告を行いました。今回から、新たに福岡エレコン交流会様がメンバー
として参加されました。
　『３周年記念』セミナーは、以下の内容で開催し85名のご参加をいただきま
した。
　今後一層の市場拡大が見込まれる「SaaS 市場」について、参加いただいた
皆様に情報提供させていただきました。
　■基調講演「アプリを取り巻くテクノロジーの新たな潮流とビジネス戦略」

　　ネットコマース㈱代表取締役　斎藤昌義様
　■４つのスマホ・タブレットアプリ（SaaS）の紹介

　・ TeachmeBiz：簡単マニュアル作成・利用アプリ
　・ KINTONE：簡単業務アプリ作成アプリ
　・シンカ CTI：電話と顧客情報の融合アプリ
　・KINCONE：交通系 IC カード簡単精算アプリ
　　　それぞれ開発元の方からご説明デモを実施いただきました。 
　『交流会』は32名の皆様に参加をいただき、随所で名刺交換、情報交換
が行われ、盛り上がった会となりました。 
　今回の開催にあたって、ご協力いただいた委員会メンバー（各常任委員会の正副委員長、委員）の皆様に、心より
感謝申し上げます。ありがとうございました。

ふくおか経済10月号掲載
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FISAイベント報告

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。

平成27年８月１日 平成27年８月２日～平成27年12月31日 平成28年１月１日
現　在 入　会 退　会 変　更 資格喪失 現　在

正　会　員 148 ２ ３ 0 ０ 147
賛助会員 28 １ ０ 0 ０ 29
合　　計 176 ３ ３ 0 ０ 176

【入　会】
　H27.12.1（正会員）株式会社シティキャリアサービス
　H27.12.1（正会員）FutureOne株式会社　福岡支店
　H27.12.1（賛　助）三井住友海上火災保険株式会社

【退　会】
　H27.3.31（正会員）株式会社cotode　福岡オフィス
　H27.8.28（正会員）アイテル株式会社　福岡支店
　H27.9.30（正会員）株式会社BCCデータ
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　一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）から「地域活性化事業助成金」の交付を頂き、
「地域連携推進事業」を実施しています。FISA としては、ビジネス開発委員会で活動してい
ます「ふくおかクラウドアライアンス」と連携しながら、会員企業のビジネスチャンスと人材
育成を行います。
　今年度は、中小企業でも時間も費用もかけずに、すぐにできるクラウドとモバイルの利活
用と情報セキュリティ対策について、㈱ラックの長谷川 長一様を講師としてお迎えし、「ク
ラウドとスマートデバイスの利活用とリスクとその対策 !!」セミナーを12月８日（火）、福岡県
Ruby・コンテンツ産業振興センターで実施しました。内容は、クラウドコンピューティングとスマートデバイス導入の事
例とメリット、リスクと対策など解説していただきました。受講者からは、実例に基づいた内容でわかりやすく、セキュリ
ティ上での弊害や対策について理解を深めることができたという評価をいただきました。

「クラウドセミナー」の開催 （ビジネス開発委員会）

　11月18日（水）に八仙閣本店で、理事 ･ 監事及び各委員会正・副委員長が出席して「理
事会・委員会合同会議」が開催されました。
　会議では、各委員会から活動状況について報告をしていただき、役員と意見交
換を行いました。企画調査委員会からは、法人化20周年記念式典、ふくおか IT 
Workouts2015、FISA３ヵ年ビジョンの検討など、教育委員会からは、タイアップ研修、
子供向けプログラミング講座、FISA スキルアセスメントなど、広報委員会からは、20
周年記念誌の発行、FISA ホームページのリニューアル事業など、厚生委員会からは、団体保険加入促進活動や大運
動会、メンタルヘルス対策事業などについて報告がありました。また、ビジネス開発委員会、20周年記念事業の特別
委員会及び産学連携推進チームからも担当事業について報告をしていただきました。
　会議終了後には合同懇親会を開催し、さらに情報交換等を行って親睦を深めました。

「理事会・委員会合同会議」の開催

　11月５日（木）、麻生飯塚ゴルフ倶楽部で開催しました。当日は、秋晴れの中、気持
ち良いラウンドとなりました。参加者は、役員チーム３名、企画調査チーム４名、教
育チーム４名、厚生チーム４名、広報チーム５名の総勢20名でした。団体優勝を飾っ
たのは、広報チーム（連覇）、準優勝は厚生チーム。おめでとうございました。この度は、
麻生飯塚ゴルフ倶楽部様より参加賞を協賛いただき、誠に御礼申し上げます。 
　ご参加の皆さまにおかれては大変お疲れ様でした。次回もぜひ奮ってのご参加をお
願いいたします。

【成績】（団体）  優　勝：広報委員会
　　　　　　  準優勝：厚生委員会　　　　　　（敬称略）
　　　 （個人）１　位：浦田 隆生（㈱アプロティクス : 広報）
　　　　　　 ２　位：津田 邦博（㈱エーエスエー ･システムズ：広報）
　　　　　　 ３　位：松尾 正博（マイクロコート㈱：厚生）
　　　　　　 ベスグロ：浦田 隆生（㈱アプロティクス : 広報）

※次回の担当は、厚生委員会です。よろしくお願い致します。

第26回ＦＩＳＡ委員会対抗ゴルフコンペの開催 （幹事：広報委員会）



ＦＩＳＡ法人化20周年記念事業報告
「記念式典」「記念講演」「祝賀パーティ」の開催

「子供向けプログラミング講座」の開催

　10月28日（水）西鉄グランドホテルで、本協会の法人化20周年記念として「式典」、「記念講演会」及び「祝賀パー
ティ」を開催し、いずれも150名を超えるご参加をいただきました。

　九州経済産業局、福岡県などの行政機関代表、上部団体である全国地域情
報産業団体連合会（ANIA）会長、福岡商工会議所等の経済団体代表、さら
には FISA 元会長、副会長をはじめとする役職員等 OB の皆様のご臨席を仰
ぎ、「法人化20周年記念式典」を執り行いました。
　九州経済産業局及び福岡県からご祝辞をいただきました。その後、FISA
の「この10年の経過報告」を行った他、20周年記念事業について、紹介いた
しました。

　「記念講演会」は、講師にビッグ・フィールド・マネージメント株式会社代
表取締役の大野 尚様をお迎えし、「５％の奇跡をつくりだす沸騰経営　～継
続発展する会社をつくる10の鉄則～」と題してご講演をいただきました。
　ベンチャー企業から大企業へ成長していく中で大活躍された大野様からの
熱い話は、とても印象に残りました。

　ANIA 長谷川会長様からのご祝辞の後、元会長様をはじめとする OB の皆
様も含めて、随所で話に花が咲き、盛況なパーティとなりました。
　最後に西副会長の音頭で、「祝いめでた」を朗唱し、「手一本」を入れた後、
閉会となりました。

　FISA20周年記念事業の最後となるイベントでしたが、会員の皆様のご支援、ご
協力により無事終了することができました。厚くお礼申し上げます。

　教育委員会では、法人化20周年事業として「子供向けプログラミング講座」を
平成27年10月24日（土）、25日（日）に実施しました。対象者は小学生４年生～６
年生、参加者数は24日（土）16名・25日（日）19名となりました。講座は、スクラッ
チ（Web アプリケーション）を使用し、４～５名のグループで個々に作るプログ
ラムをグループ内でどのように作成したかを発表するという流れの講座でした。
　メイン講師に青山学院大学の阿部先生、サポート講師として教育委員会の企
業の若手が各グループのサポートにつき実施しました。
　今回は約４時間という限られた中での講座ではありましたが、参加された子
供達はとても熱心に取り組み、スタッフメンバーも驚くほどにパソコンの操作
も違和感もなく操作し、子供達は楽しく学んでいました。 

　講座終了時に子供用と保護者用アンケートを準備し、子供たちからは「楽しかった」「もっ
としたかった」などの意見が多く、保護者からは「休みの時期にしてほしい」「子供が興味を
持った」「わかりやすく、楽しく取り組めた」「講師、サポートスタッフがよかった」などの
意見をいただきました。また、「FISA の活動としてこのような講座を受けさせたいですか」
という質問には多くの方が、「ぜひ受けさせたい」「定期的に実施してほしい」と回答されて
おります。
　来年度以降も継続的に実施できるように教育委員会では計画をしていきたいと考えてお
ります。

記
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（担当：企画調査委員会）

（担当：教育委員会）
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ＦＩＳＡ大運動会の開催

　９月13日（日）、博多区東平尾のアクシオン福岡で「大運動会」を開
催しました。この運動会は、「社員との絆 家族との絆 企業同士の絆 

輪になろう～ＩＴ企業なのにアナログなコミュニケーション～」をス
ローガンに、会員企業の社員とその家族の健康増進、そして会員企業
の皆様の交流を目的に開催したものです。
　当日は、会員企業40社から、お子さんから年配の方まで幅広い年齢
層の471名の皆様にご参加をいただきました。
　赤、青、黄、緑の４ブロック分かれて、着順による得点を積み上げ
対抗戦形式です。選手の皆さんの熱い気持ちにより、熱戦が繰り広げ
られました。意外とハードな『ビッグウェーブ』、安定とスピードが求められる『風船運び』、
５人の歩調が問われる『むかで競走』、小さなお子さん向けの『宝探し』、全員参加の運試し

『むかでじゃんけん』、ご当地問題から難問までの『○ × クイズ』、力が拮抗した『綱引き』。
そして、最終種目の運動会の華である『ブロック対抗リレー』では、各走者に対して応援席
から大きな声援が飛んでいました。
　総合優勝は、最初の競技から好調なスタートを切った緑ブロックが勝ち取りました。
　「楽しかった」「お弁当は美味しかった」「また来年もやってほしい」との参加者からの声は
運営責任者としては、報われた気持ちでいっぱいです。

（担当：厚生委員会）

「記念誌」の発行・「FISA座談会」の開催

　FISA20周年記念誌発刊にあたりまして、多数の方から祝辞、原稿、座談会、
編集作業等々ご理解、ご支援、ご協力をいただきました。お陰さまで締切に遅
れることなく、素晴らしい記念誌を発刊することができました。編集チーフと
しまして改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。
　昨年法人化20周年記念事業委員会が発足しまして、このとき広報委員長だっ
たご縁で編集チーフを仰せつかりました。その時点では大変そうだなぁ、まぁ
なんとかなるだろう程度の認識しかありませんでした。
　今年に入り、３月17日に第一回編集会議を開催し編集委員の方々にお集まり
いただきました。そこで10周年記念誌を参考にどういった記事にするかを検討
していくうちに、これは大変な役を引き受けてしまったなぁと遅ればせながら
自覚いたしました。
　編集委員各氏のご意見、ご提言により第二回編集会議で大枠テーマは決まりましたが、メイン企画がなかなか決まり
ません。第三回編集会議で記念誌のテーマである『IT 産業　継承と変革』を題材に理事様にお集まりいただき座談会を
開催したらどうかという意見が出され全員一致で座談会開催に決定しました。
　座談会の進行役は、企画調査委員長として長年 FISA 発展にご尽力され、３ケ年計画の取りまとめ等もされてきた三

立情報　上野社長にお願いすることですぐに意見は一致しました。早速
上野社長にお願いした所快くお引き受けいただき、最大の難題を解決す
ることができました。お陰さまで素晴らしい座談会を実施することができ
ました。ここまでくれば、記念誌レイアウト決めと原稿校正作業となり締
切までの目途が立ちました。
　あとは発刊を待つのみとなったところで上野社長の突然の訃報が届き
ました。当記念誌のメイン企画を担当いただいた上野社長に完成版をご
覧いただけなかったことがかえすがえすも残念です。心よりご冥福をお
祈りいたします。

（担当：広報委員会）
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　初春のお慶びを申し上げます。会員皆様の一層のご繁栄を祈念致します。
　現在世界ではデジタル化による新しいビジネスモデルが出現し短期間で既存産業の構造が変革する時
代が到来しています。この10年間で IT をめぐり時代は大きく変化しました。そして従来の IT による業
務効率化によるコスト削減「守りの IT 投資」から IT による製品 ･ サービス開発の強化等による売上拡大
を目指す「攻めの IT 投資」へと IT 活用によるビジネスも変化しています。今後も FISA ニュース及び
FISA からの発信情報が少しでも会員の皆様の事業発展のお役に立てればと願っております。最後にな
りましたが当ニュース発行に際しまして、ご多忙中にも係わらず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。 （T.U）

編集 後 記

新規会員紹介

当社は、福岡県を中心に「IT系」「事務系」「語学系」の人材派遣及び有料職業紹介を行っています。
　◎ 人材派遣・紹介予定派遣・人材紹介など、お客様のニーズに沿った人材をご提案！
　◎ IT業界のお仕事に自信があります！
　◎ 株式会社シティアスコムの100％出資子会社！
　◎ 少人数・短期のお仕事から、大規模プロジェクトのお仕事まで対応可能！
　◎ スタッフのフォローを大事にしています！

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-5-37 博多ニッコービル9F
TEL　092-474-5840　　FAX　092-474-5845
URL　http://www.city-ccs.co.jp
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株式会社 シティキャリアサービス

　弊社理念は、『中堅・中小企業の皆様に高品質なITソリューションを提供して、お客様の
企業価値向上を実現する為に全力を尽くす』というものです。本年度、営業拠点に福岡拠点
が加わりこれまで以上に、お客様の身近で利益貢献できる体制を構築していきます。
【事業内容】
◆ ERP自社ソリューション『FUTUREONE』 シリーズの開発・販売
◆ グローバルに使えるノンカスタマイズERP『SAP Business One』の販売 
◆ 業務分析・コンサルティングからシステム設計・開発から導入後のアフターフォロー

FutureOne株式会社　福岡支店
〒812-0011　福岡市博多区博多駅前3-22-8 朝日生命博多駅前ビル4F
TEL：092-433-7860　FAX：092-433-7861　URL：http://www.future-one.co.jp/

　わたしたちは、保険・金融サービス事業の公共性を原点として、社会の不安とリスクに対して、
最善の解決策を提供することを使命とし、公平、公正で倫理的に正しい行動を最優先し、常に十分
なコミュニケーションを心掛けて、広く情報の開示を行い、社会の誰からも信頼され、全ての社員
が誇りに思える会社を目指します。

三井住友海上火災保険株式会社　九州企業営業部
〒810-8683　福岡市中央区赤坂1-16-14　三井住友海上福岡赤坂ビル
TEL：092-722-6075　FAX：092-722-6926
URL：http://www.ms-ins.com/
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