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出雲大社　平成の大遷宮（出雲市大社町）
「縁結び」で知られる出雲大社は、今年60年ぶりの遷
宮が行われた。現在のご本殿としては、1744年の造
営以来、文化、明治、昭和に次ぎ4度目の遷宮にな
る。今回の修造では、鬼板や千木・勝男木などを覆
う銅板に、伝統的な「ちゃん塗り」と呼ばれる塗装
が施され、明治の遷宮時の大屋根が再現されている。



吉岡会長挨拶

会長挨拶	 吉岡　　宏

来賓祝辞	 経済産業省中国経済産業局　地域経済部	 参事官　稲原　宏昭様
	 総務省中国総合通信局　情報通信部	 部　長　山下　朝文様

新入会員	 ㈱シーエスエー	 代表取締役社長　和田　健二様
紹　　介	 ㈱八雲ソフトウェア	 代表取締役　山本　哲男様
	 ㈱ダイヤコンピュータサービス	 代表取締役社長　郷田　芳穂様

議長選出	 吉岡　宏

（決議事項）	 第1号議案　平成24年度事業報告案承認の件
	 第2号議案	　平成24年度決算報告案承認の件、監査報告
	 第3号議案　役員改選の件
（報告事項）	 平成25年度事業計画および予算
	 	各委員会別平成24年度事業報告及び平成25年度事業計画
	 RubyWorld	Conference2013開催について
	 顧問の委嘱について
（そ の 他）	 委員会構成について
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平成25年5月22日サンラポーむらくもにおいて、平成25年度通常総会を開催し
ました。当日は、経済産業省中国経済産業局、総務省中国総合通信局、島根県を
はじめとする来賓を迎え、正会員33社を含む57名が出席しました。冒頭、吉岡宏
会長は主催者挨拶の中で、「当業界は､2008年から島根県の産業育成のご支援をい
ただいており、今後も継続的にご支援いただけることに感謝していること。Ruby
を軸とした島根の産・官・学の連携が注目されていること。今年度は、これらの
期待に応えるため、県西部地区でのRuby人材育成や行政に対する働きかけを推進
しRubyの拡がりを目指していく。」と報告しました。来賓の経済産業省中国経済
産業局稲原宏昭参事官、総務省中国総合通信局山下朝文情報通信部長からは、祝
辞と今年度の支援策、重点施策などを披露いただきました。総会の議長に吉岡宏
会長が選出され、審議の結果、第1号議案「平成24年度事業報告案承認の件」・第
2号議案「平成24年度決算報告案承認の件」・第3号議案「役員改選の件」の3議
案は、原案通り可決承認されました。この結果、理事10名の重任、2名の新任、
監事2名の重任が承認されました。報告事項では、「通常総会（書面審議）報告」

「各委員会報告」「その他報告」の3項目が説明されました。また、会長には吉岡
宏氏、副会長には石𥔎修二氏と井上浩氏の3氏が再任されました。
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来賓祝辞　総通局　山下朝文様 新入会員挨拶
㈱ダイヤコンピュータサービス　	郷田芳穂氏

来賓祝辞　経産局　稲原宏昭様

新入会員挨拶
㈱シーエスエー　和田健二氏

新入会員挨拶
㈱八雲ソフトウェア　山本哲男氏
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事業の概要
１．会議

協会活動の指針を策定するとともに会員相互並びに諸団体との交流を図り、会員相
互の連携強化と協会活動の円滑な運営を目的とした会議を開催する。

２．関連機関・団体との協調

島根県をはじめとして経済産業省、総務省、また地元の商工団体、しまね産業振興
財団等関係諸団体との連携強化を図り、地域の情報化促進並びに情報産業振興のため
の事業を実施する。

３．上部団体等との連携

㈳情報サービス産業協会（J I SA）をはじめとする、国の外郭団体との連携強化を
図り、協会事業の推進について支援を要請する。また関連する情報・資料等の入手に
努め、会員へ綿密な連絡を図る。

４．広報活動と情報交換

定期的に機関紙「しまね情産協」を発行するとともに、関係の機関や団体との情報交
流を図る。

５．人材の育成

進展するIT社会の中にあって、情報関連の技術・多様化するニーズに対応する人
材の育成を目的とした各種研修会、講習会、セミナ−等を開催する。特に、高度IT技
術推進や市場開拓等ができる人材の育成に積極的に取り組む。

６．組織強化

島根県内の情報産業及び関連産業の企業に対し、新規会員の参加を呼びかけ、協会
基盤の拡大と強化を図る。

事業委員会の活動目標
事業推進のために3つの事業委員会を定め、各委員会に委員長・副委員長を置く。

１．総務企画委員会 	������������������������������������������� 	委員長：渡部勉、副委員長：中島一衛

会員相互の連携を図るための行動計画を企画し実行する。
⑴　会員相互の親睦と連携の強化に努め協会の活性化を図る。
⑵　各種情報の入手に努めるとともに会員社への情報発信に努める。
⑶　機関紙「しまね情産協」を定期的に発行する。

２．地域情報化委員会 	�������������������������������������	委員長：今岡克己、副委員長：持田朝子

地域の情報化を積極的に推進するとともに、人材育成、ソフト系IT産業振興に取
り組む。
⑴　会員企業の社員向け研修を企画し、人材育成を推進する。
⑵　情報化月間において、情報化推進を目的とした行事を開催する。
⑶　しまねソフト産業ビジネス研究会
　	　県外からのビジネス獲得に向けた提案・受注活動及び県内製品の拡販を推進する。
　　総会や研修会を通して、会員相互の交流を促進する。
⑷　11月に松江で開催されるRuby国際会議への参加および協力を実施。
⑸	　Ruby関連などの講座を開催し、県内企業の競争力強化に結びつくと認められる、
IT人材育成事業を推進する。

３. 組織強化対策委員会 	�������������������������������������� 	委員長：杉原悟、副委員長：目次真司

⑴	　新規会員の加入促進を図るため、未加入団体への呼びかけを実施。特にソフトビ
ジネス研究会会員への呼びかけ。
⑵　会員の公的な情報関連資格の取得を推進する。
⑶	　会員相互の親睦と組織強化を目的とし、年2回程度の「ゴルフコンペ」を開催する。
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平成25年度総会に続いて開催された講演会には、98名の参加がありました。会では、大日本印刷㈱情
報ソリューション事業部デジタルセキュリティ本部本部長佐藤邦光氏に「NFCスマートフォンがもたらす
O2Oサービスの飛躍的進化」～ICカードの技術・ノウハウを活かして新ビジネスの創造に挑む～と題し、
講演していただきました。
ICカード市場は、市場の変革に伴ってNFCスマートフォンへと変わっていきつつあります。講演では、

新しいニアフィールドコミュニケーション技術とスマートフォンを組み合わせたNFCスマートフォンによ
るソリューションを紹介いただきました。多くの実例やイメージを具体的に示していただき、ライフスタ
イルの大きな変化を分かりやすく解説していただきました。参加会員からは、時代を先取りした新たな可
能性についての知識を深めることができ、とても参考になったと好評でした。

引き続き開かれた交流会は、79名が参加し、中島一衛理事
の司会進行で、石𥔎修二副会長の開会挨拶、島根県商工労働部
安井克久次長の来賓祝辞、島根大学法文学部野田哲夫教授の乾
杯ではじまりました。途中の新任理事の挨拶コーナーでは、㈱
プロビズモ浅田信博代表取締役副社長からスピーチをいただ
きました。つづいて、本総会をもって顧問退任の㈱ワコムアイ
ティ多久和厚会長の挨拶がありました。2時間にわたる交流会
は、活気溢れる雰囲気の中、会員相互の情報交換や親睦を深め
る有益な場とな
りました。最後に、
恒例となりました
島根県民歌の大
合唱の後、井上浩
副会長の中締め
で閉会となりまし
た。

大日本印刷㈱
佐藤邦光様　講演

平成25年度通常総会

講演会・交流会

石𥔎副会長　主催者挨拶

槇原情報産業振興室長　挨拶

安井克久次長　祝辞

多久和顧問　退任挨拶

再選３氏

大合唱

野田教授　乾杯挨拶 浅田新理事　挨拶
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第19回親睦ゴルフコンペ開催
当協会親睦ゴルフコンペが5月25日（土）、

玉造温泉カントリークラブにて16社23名参
加のもと開催されました。当日は絶好のコン
ディションとなり、会員相互の親睦とお客様
との交流を深め、にぎやかで楽しい一日とな
りました。

また、下記のとおり多数の企業様から協賛
をいただき、ドラコン賞、ニアピン賞をはじ
め、多数の賞品を用意   することができ、盛
大に表彰式も行うことができました。なお、
成績は次のとおりです。

 優 勝 　井上　　浩 さん（ネットワーク応用通信研究所）

2 位　 本常　賢一 さん（日海通信工業）

3 位　 戸谷　弘明 さん（ティーエスケイ情報システム）
ベスト
グロス賞　坂本　文信 さん（両備システムズ〈スコア 85〉）

《ご協賛各社》（表示は企業名50音順とさせていただいております）
◎インターネットイニシアティブ様　◎オネスト様
◎ＪＥＣＣ様　◎島根情報処理センター様
◎玉造温泉カントリークラブ様
◎テクノプロジェクト様　◎日本ハイソフト様
◎ネットワーク応用通信研究所様
◎マツケイ様　◎両備システムズ様

たくさんのご協賛ありがとうございました！！

ベストグロス賞
坂本様

主催者挨拶
吉岡会長

島根県の「しまねIT産業育成支援事業補助金」交付を受けて実施する
「しまねIT産業人材育成事業」は3年目を迎え、4月からスタートいたし
ました。
この事業は、県内	IT事業者の技術者のスキル・能力や業界全体のレベ
ル向上に役立つ人材育成講座を開催し、県内企業の競争力強化に繋げる
ことを目的としています。講座選定にあたり、会員企業各社に事前アン
ケートを実施し、真に会員企業の人材育成に役立つ内容を計画しました。
今年度から出雲会場、益田会場を加え来年2月までに、30講座の研修会
を開催予定です。多数ご参加くださいますよう、お願い申し上げます。

Ruby入門研修会

平成25年度 しまね I T 産業人材育成事業

松江会場
コース名 開催日 募集受付期間

① Ruby入門 3日コース 4/24〜4/26 3/21〜4/10

② Rails3実践開発（1） 3日コース 5/13〜5/15 3/27〜4/24

③ ソフトウェアテスト技法
技法解説講座 2日コース 5/23〜5/24 4/8〜5/9

④ Rails3実践開発（2） 3日コース 5/27〜5/29 4/10〜5/13

⑤ Ruby技術者認定試験対策（Silver） 2日コース 6 / 6〜6 / 7 4/22〜5/23

⑥ 実践！Androidプログラミング 2日コース 6/13〜6/14 4/30〜5/30

⑦ ネットワーク基礎 2日コース 6/27〜6/28 5/16〜6/13

⑧ プロジェクトマネジメントの基礎 1日コース 7/5 5/24〜6/21

⑨ UMLを活用した要件定義入門 3日コース 7/8〜7/10 5/27〜6/24

⑩ ネットワーク応用 2日コース 7/25〜7/26 6/12〜7/10

⑪ システム基盤構築・実践トレー
ニング〜Webシステム構築〜 3日コース 7/29〜7/31 6/14〜7/12

⑫ プロジェクトマネジメントの技法 2日コース 8 / 5〜8 / 6 6/21〜7/22

⑬ VisualStudioによるWindows
アプリの開発（基礎編） 3日コース 8/21〜8/23 7/9〜8/7

⑭ データベース設計（基礎編） 2日コース 8/29〜8/30 7/18〜8/15

⑮ HTML5によるWebサイト作成 2日コース 9 / 5〜9 / 6 7/25〜8/22

⑯「応用情報技術者試験」
直前対策講座 3日コース 9/25〜9/27 8/12〜9/9

⑰ テスト駆動開発入門 3日コース 10/8〜10/10 8/23〜9/24

⑱ UNIX/Linux入門 3日コース 10/23〜10/25 9/6〜10/8

⑲ Webシステム構築の基礎
〜IIS,NET,SQLServer〜 3日コース 10/29〜10/31 9/12〜10/15

⑳ プログラム開発における	
レビュー・テスト技術の基礎 2日コース 11/7〜11/8 9/24〜10/23

㉑ Ruby技術者認定試験対策（Gold） 2日コース 11/14〜11/15 10/1〜10/30

㉒ オブジェクト指向設計入門 2日コース 11/28〜11/29 10/16〜11/14

㉓ ネットワークの設計演習・
実践トレーニング 2日コース 12/12〜12/13 10/30〜11/28

㉔ システム品質マネジメント 2日コース 12/19〜12/20 11/7〜12/5

㉕ システム基盤設計・
実践トレーニング 2日コース 1/23〜1/24 12/9〜1/8

㉖ データベース設計（トレーニング編） 2日コース 2/6〜2/7 12/24〜1/23

出雲会場
コース名 開催日 募集受付期間

㉗ スマートフォン開発（Rhodes基礎編） 2日コース 7/9〜7/10 5/28〜6/25

㉘ スマートフォン開発（Rhodes実践編） 2日コース 7/23〜7/24 6/10〜7/8

益田会場
コース名 開催日 募集受付期間

㉙ Ruby入門（益田会場） 3日コース 6/4〜6/6 4/18〜5/21

㉚ Rails3実践開発（1）（益田会場） 3日コース 6/25〜6/27 5/14〜6/11

平成25年度研修コース一覧

2位
本常様 3位！

戸谷様

1位

優勝！
井上様
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「平成25年 （一社）島根県情報産業協会・新年会」が平成25年
2月5日、松江東急インにおいて開催されました。

この新年会は、一部が講演会、二部が交流会で構成されており、
中国総合通信局、中国経済産業局、島根県、松江市、しまね産業
振興財団、島根県情報産業協会会員、島根県ソフト産業ビジネス
研究会会員等に参加をしていただきました。第一部講演会は84名
が参加、当協会の吉岡 宏会長の主催者挨拶につづき、松江市長の
松浦正敬様から来賓祝辞をいただき、会がスタートしました。

この第一部講演会では、SAS Institute Japan㈱マーケティン
グ本部担当マネージャー藤野誠一郎氏をお招きし「今注目される
BIG DATA」と題して講演いただきました。

第二部交流会では、石𥔎修二副会長の主催者挨拶につづき、中
国総合通信局情報通信部長山下朝文様、中国経済産業局参事官稲
原宏昭様から、お祝いの挨拶を頂戴しました。そして、島根県商工
労働部長西山彰様の御発声による乾杯で、祝宴が開始されました。

宴の中ほどでは、島根大学法文
学部教授野田哲夫様、松江工業高
等専門学校情報工学科教授福岡久
雄様から祝辞をいただきました。

最後は、全員で島根県民歌を合唱し、井上浩副会長の中締めで交
流会もお開きとなりました。この交流会には、過去最大の79名の参
加をいただき盛況となりました。

平成25年島根県情報産業協会新年会

●松江高専企業説明会
平成25年
1月16日（水）
松江高専

●Scrum Boot Camp 島根
平成25年
2月2日（土）
松江オープン
ソ－スラボ

●平成25年島根県情報産業協会新年会
平成25年
2月5日（火）
松江東急イン

●情産協・ビジネス研合同勉強会
平成25年
3月21日（木）
テクノアーク
しまね

●「Rubyビジネスセミナーin松江
～軽量Rubyが拓く未来～」
平成25年3月22日（金）
松江テルサ

●平成25年度島根県情報産業協会総会・
講演会・交流会
平成25年
5月22日（水）
サンラポー
むらくも

活動実績（平成25年1月～平成25年7月）

来賓祝辞
松浦市長

講演会　藤野マネージャー

祝辞　稲原参事官

祝辞　野田教授

乾杯挨拶
西山部長

祝辞　福岡教授

祝辞　山下部長
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一般社団法人島根県情報産業協会  会員名簿
会　　社　　名 代　　表　　者 連絡担当者 住　　所

○理：理事　○監：監事

〔正会員〕
㈱アイ・コミュニケーション 代表取締役 目次　真司 安食　文男 松江市北陵町46-4 0852-28-1001
㈱アイテック 代表取締役 宮川　則男 山田　幸子 松江市西川津町4210 0852-24-5220
㈱アキュートシスコム 代表取締役社長 藤原　文幸 藤原　文幸 松江市乃白町334番地6 0852-31-9101
㈱アバンセ 代表取締役 福間　　英 福間　　英 松江市学園南1丁目15番10-403号 0852-26-3255
出雲ケーブルビジョン㈱ 代表取締役 今岡余一良 花籠　良明 出雲市渡橋町228-1 0853-21-9811
㈱エスティック 代表取締役社長 中筋　雄三 伊藤　　淳 出雲市白枝町607-6 0853-22-8140
㈱エスワイシステム関西事業部  島根OSS研究所 代表取締役 安田　鉄也 古川　知幸 松江市北陵町1番地		テクノアークしまね3F 0852-21-0919
㈱NTTファシリティーズ中国 島根支店 支 店 長 石原　慎次 藤原　　有 松江市東朝日町102 0852-25-8000
㈱エネルギア・コミュニケーションズ島根支店 支 店 長 高橋　淳一 三宅　克年 松江市母衣町115番地		中国電力島根支社4F 0852-22-9881
㈱オネスト ○理代表取締役社長 石𥔎　修二 田中　美幸 松江市上乃木4丁目23番50号 0852-31-8835
協和通信工業㈱ 代表取締役社長 岩石　博信 原　　泰彦 松江市平成町182-37 0852-23-8650
ごうぎんシステムサービス㈱ ○監代表取締役社長 長嶺　政典 仲田　孝二 松江市袖師町6番10号 0852-32-7680
小松電機産業㈱ 代表取締役 小松　昭夫 木次　哲也 松江市乃木福富町735-188		湖南テクノパーク内 050-3161-2490
㈱コンピュータ・コンサルタント ○理代表取締役 竹内　　守 竹内　　守 浜田市朝日町70番地5 0855-23-5214
山陰ケーブルビジョン㈱ 常務取締役 錦織　修二 錦織　修二 松江市学園1丁目2番27号 0852-23-2522
山陰中央テレビジョン放送㈱ ○理常務取締役 渡部　　勉 渡部　　勉 松江市西川津町721番地 0852-23-3434
㈱シーエスエー 代表取締役社長 和田　健二 和田　健二 出雲市今市町396-3 0853-22-4114
㈱システム工房エム 代表取締役 持田　朝子 	鶴原　敬子 松江市西津田3丁目2-3 0852-23-8590
㈱システムデザイン・アクティ 代表取締役 石本　光史 石本　光史 松江市浜乃木7丁目9番7号 0852-31-1670
㈱島根情報処理センター ○監代表取締役社長 北村　　功 矢田　純一 出雲市今市町321-3 0853-21-4674
島根電工㈱ 代表取締役社長 荒木　恭司 権田　敏郎 松江市東本町5丁目46番地2 0852-26-2833
㈱スマートスタイル 代表取締役 野津　和也 三宅　大輔 東京都港区浜松町1-23-1	オフィスデザインビル2Ｆ 03-6880-3220
セコム山陰㈱ 代表取締役社長 神山　　潔 長谷川　弘 松江市北陵町34番地 0852-23-6000
㈱ダイヤコンピュータサービス 代表取締役社長 郷田　芳穂 山根　育雄 松江市東出雲町下意東1508番地 0852-52-5506
㈱谷口印刷 代表取締役 谷口　博則 景山　香子 松江市東長江町902番59 0852-36-5888
ティーエスケイ情報システム㈱ 代表取締役社長 戸谷　弘明 浅津　浩史 松江市学園南2丁目10番14号	タイムプラザビル3階 0852-27-6061
㈱ティーエム21 代表取締役 宮崎　　照 宮崎　雅子 松江市北陵町52-2		ゆめっくす北陵14号室 0852-60-6810
㈱テクノプロジェクト ○理代表取締役社長 吉岡　　宏 廣澤　誓一 松江市学園南2丁目10番14号	タイムプラザビル 0852-32-1140
日海通信工業㈱松江支店 副 支 店 長 本常　賢一 本常　賢一 松江市古志原3丁目12番31号 0852-26-2255
㈱日本ハイソフト ○理代表取締役 杉原　　悟 板垣　幸夫 出雲市芦渡町695-1 0853-23-0098
㈱ネットワーク応用通信研究所 ○理代表取締役 井上　　浩 黒谷　明大 松江市学園南2丁目12番5号	HOYOパークサイドビル2Ｆ 0852-28-9280
㈱バイタルリード 代表取締役 森山　昌幸 森山　昌幸 出雲市今市町396-1 0853-22-9690
パストラルコンピューターシステム㈱ 代表取締役 齋藤昭太郎 吉田　譲二 浜田市浅井町102-13　藤井ビル1Ｆ 0855-22-5001
バブ日立ビジネス㈱ 中国事業所松江事務所長 中本　一成 中本　一成 松江市朝日町478-18		松江テルサ別館2階 080-3017-6922
㈱浜田コンピュータシステム 代表取締役社長 井上　公明 永井　美香 浜田市下府町327-85 0855-22-2020
㈲ヒューマンネット 代表取締役社長 本田　晴男 田中　貴信 松江市南田町130-1　フォートビル3F 0852-31-2066

（特定非営利活動法人）プロジェクトゆうあい 理 事 長 三輪　利春 三輪　利春 松江市北堀町35-14 0852-32-8645
㈱プロビズモ ○理代表取締役副社長 浅田　信博 桑本　直子 出雲市駅南町2-3-1　エイコー駅南ビル5F 0853-25-0018
㈱マース 代表取締役 杉原　成也 杉原　成也 松江市北堀町332 0852-20-2577
㈱マイメディア ○理代表取締役 秀浦　実晴 水津　弘子 益田市下本郷町56番地1 0856-22-4175
㈱松江情報センター ○理専務取締役 安部　圭司 澤端　由佳 松江市母衣町180番地20 0852-22-8811
㈱マツケイ ○理代表取締役専務 中島　一衛 	岡　　令子 松江市乃木福富町735-211	湖南テクノパーク内 0852-32-1616
㈱ミック ○理代表取締役社長 宮脇　和秀 御輿　文雄 松江市学園南2丁目10番14号	タイムプラザビル 0852-27-0329
㈱八雲ソフトウェア 代表取締役 山本　哲男 松本　隆義 松江市朝日町478-18		松江テルサ別館2階 03-3444-1622
和幸情報システム㈱ 代表取締役 山下　裕國 笹井　正己 松江市伊勢宮町560番地 0852-24-4471
㈱ワコムアイティ ○理代表取締役 今岡　克己 今岡　克己 松江市北陵町43番地 0852-20-7200

（正会員46社）
〔賛助会員〕

㈱インターネットイニシアティブ九州支社中四国支店 九州支社支社長 平尾　一浩 竹政　幸洋 広島市南区稲荷町2-16	広島稲荷町第一生命ビル11Ｆ 082-506-0700
出雲コンピュータ専門学校 校 長 石田　和也 白枝　　淳 出雲市斐川町富村1000-8 0853-72-2500
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国支社  島根支店 支 店 長 白石　貢也 福間　将晃 松江市東朝日町88-1 0852-25-9501
㈱ケイズ 島根支店 支 店 長 平石　久貴 矢倉　教裕 松江市東津田町1041-1 0852-24-8194
㈱コミュニティ・クリエイション松江オフィス 専務取締役 田島　　享 金子　敦美 松江市朝日町498		松江センタービル8F 0852-27-5672
㈱山陰合同銀行 システム部長 阿川　雅哉 山根　弘義 松江市袖師町6番10号 0852-26-7222
㈱ＧＮＳ 技 術 顧 問 坂本　　潤 甲府方正寿 東京都大田区大森北4-2-9 03-5753-3220
㈱島根銀行 業務管理グループ部長 竹原　信彦 須藤　規夫 松江市東本町2丁目35 0852-24-1237
ダイワボウ情報システム㈱松江支店 支 店 長 川上　　保 京田　敏志 松江市朝日町498-6 0852-27-1621
西日本電信電話㈱  島根支店 法人営業部長 真部　靖弘 土屋　雅城 松江市東朝日町102 0852-20-7686
日本電気㈱　山陰支店 支 店 長 倉持　裕規 倉持　裕規 松江市朝日町477-17	明治安田生命松江駅前ビル 0852-24-4115
㈱日立システムズ  山陰営業所 営 業 所 長 酒井　克明 酒井　克明 松江市御手船場町551		ニッセイ松江ビル9Ｆ 0852-24-1021
㈱日立製作所 中国支社  山陰支店 支 店 長 船越雄一郎 坂本　政春 松江市朝日町498-6 0852-26-7366
富士通㈱　山陰支社 山陰支社長 山下　　彰 	山下　　彰 松江市学園南2丁目10番14号	タイムプラザビル 0852-24-6624
専門学校 松江総合ビジネスカレッジ 校 長 古藤　政人 岡田　隆宏 松江市東朝日町74 0852-26-8000

（賛助会員15社）

2013. 08. 01 現在
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会員社紹介 第15回

株式会社シーエスエー
〒693ー0001　出雲市今市町396-3
代表取締役社長　和田　健二
TEL 0853ー22ー4114　FAX 0853ー22ー4127

株式会社ダイヤコンピュータサービス
〒693ー0102　松江市東出雲町下意東1508番地
代表取締役　郷田　芳穂
TEL 0852ー52ー5506　FAX 0852ー52ー5625

協会だより

発 行 日／2013.8.10
発　　行／（一社）島根県情報産業協会　〔事務局〕〒690－0886 松江市母衣町180－25  米井ビル3F

PHONE 0852－32－1601　FAX 0852－32－1602
Email shimajok@web-sanin.co.jp　URL http://www.shia.or.jp/

編集委員／渡部　勉・谷口博則・中島一衛・安部圭司
印　　刷／㈱谷口印刷　〒690－0133 松江市東長江町902－59２０１３.８第 ４４ 号

平成25年4月より島根県情産協の会員に加盟致しました。どうぞ宜しくお願い致します。当社は今年で25期
目を迎えます。出雲市の本社で建築設備業（電気工事・管工事等）向けのパッケージソフトを作り、東京・大
阪・名古屋の支店を通じて全国に販売しています。主な商品は「積算らいでん」、「原価らいでん」、「拾い名
人」等です。特に「積算らいでん」は、大手上場企業から中小零細企業まで幅広くご利用戴いています。（全
国2200拠点）
社長以下現在29名（管理等9名、営業10名、システム開発10名）
の体制です。売上（平成24年度実績 2億4000万円）の約1.5%が県
内で、殆どが県外となります。業務パッケージソフトは、常に手
を掛け改善することこそが末永くお客様にご愛顧戴ける唯一の
道と肝に銘じ、社員一同精進してまいります。
微力ですが島根県情産協の発展に寄与出来るよう頑張ります。
皆様方のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

本年5月に当会へ入会致しました「株式会社ダイヤコンピュータ
サービス」です。当社は1987年に三菱農機グループの情報処理会社と
して設立され、昨年25年目を迎えています。設立以来当社は、三菱農
機グループの基幹情報システムの開発・運用・保守を担い、農機販売
会社様、関係協力工場様の業務効率化に向けた自社開発の販売管理や
生産管理のパッケージ販売や県外大手電機メーカ様等からのシステム
受託開発を手がけています。ここで培ったノウハウを地域企業様のお
役に立てればと活動を行っています。
情報通信システムに対するお客様のニーズは、高度化・多様化してい

ます。当社は「お客様のより良きパートナーを目指す」を基本方針とし
ています。当協会の活動を通し、最新の技術動向に対応し、社員個々の技術力・企画力を上げてゆく事がお客様
の望む課題の解決、価値あるシステムのご提供に繋がると考えています。
当協会の会員として、より地域に密着した活動ができるよう努めてまいりますので、ご指導、ご支援の程

宜しくお願い申し上げます。

㈱シーエスエー（平成25年4月）
住　所：出雲市今市町396-3
T E L：0853-22-4114　F A X：0853-22-4127
U R L：http://www�raiden�co�jp
代表者：代表取締役社長　和田　健二

㈱ダイヤコンピュータサービス（平成25年5月）
住　所：松江市東出雲町下意東1508番地
T E L：0852-52-5506　F A X：0852-52-5625
U R L：http://www�ciacs�jp
代表者：代表取締役社長　郷田　芳穂

㈱八雲ソフトウェア（平成25年5月）
住　所：松江市朝日町478-18		松江テルサ別館2階
T E L：03-3444-1622
U R L：http://www�8clouds�co�jp
代表者：代表取締役　山本　哲男

㈱エスワイシステム関西事業部
島根OSS研究所
新：代表取締役　安田　鉄也
旧：代表取締役　鈴木　裕紀

㈱コンピュータ・コンサルタント
新：代表取締役　竹内　　守
旧：代表取締役　杉本　　博

㈱松江情報センター
新：専務取締役　安部　圭司
旧：専務取締役　宮崎　　理

ダイワボウ情報システム㈱松江支店
新：支店長　　　川上　　保
旧：支店長　　　後藤　恒宏

㈱日立製作所 中国支社 山陰支店
新：支店長　　船越　雄一郎
旧：部長代理　船越　雄一郎

富士通㈱ 山陰支社
新：支社長　　山下　　彰
旧：支社長　　大川　　泰

専門学校松江総合ビジネスカレッジ
新：校長　　　古藤　政人
旧：校長　　　小村　孝志

正会員入会 代表者変更

事務局よりお知らせ

事務局長が交代しました。
前任者同様よろしくお願いします。
事務局長　安部　圭司
（松江情報センター専務取締役		6月28日より）


