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益田市鎌手にある唐音水仙公園。沖合に対馬暖流が流れる海岸の丘陵にあり、地元の方々の手により約200万株の日本水仙があります。花期
は 1 月 ～ 2 月で、この地域に春を告げる花です。沖合の島影は高島です。本居宣長の玉勝間巻の七に、“田なく、竹木多く、鼠が多い、髪が赤
い人が住む島”と紹介されています。

C

O

N

T

E

N

T

S

❷

会長挨拶

❸

知事挨拶

❹〜❻

活動報告

❼

会員名簿

❽

会員社紹介・事務局から

区切りとなる平成30年
島根県情報産業協会会長

吉岡

宏

来年の 5 月には今上天皇御退位により、新しい元号となります。
今年度は、平成最後の年となります。振返ってみると、昭和の時
代のITは、メインフレームと呼ばれた大型コンピュータの時代で、一部の人が特殊な技術者
として開発に携わっており、システムエンジニア・プログラマーと言っても一般の人には通
じない時代でした。平成に変わり、パソコンが普及するとともにインターネットの時代にな
り、世界中の情報が繋がるようになりました。さらに、携帯・スマートフォンが普及し、ど
こでも誰でも簡単に世界中のコンピュータネットワークを利用できるようになりました。コ
ンピュータネットワーク上のブログやネット通販、チケットの予約・決済など、日常生活に
溶け込んできています。システムとシステムが繋がり、さらに便利な仕組みに進化していき
ました。昭和の時代には、表計算ソフトはIT技術者のものでした、平成では誰もがExcelを使
いこなすようになり、マクロを組むことも一般の人ができるようになりました。平成の時代
は、情報産業を大きく発展させてくれました。
これからは、AI・IoT（ビッグデータ）が次の社会を変えるとよく言われます。近未来を予
測して無駄をなくし、さらに便利な社会がやってくる、それはITが実現してくれるとみなさん
信じています。犯罪がいつどこで発生する確率が高いか、タクシーの乗車客が多いのは、日
付と時間帯でどの場所か、マシンの振動情報で故障の予測や部品の特定など、多くのデータ
から一定の法則を見出してITが予測してくれる社会みです。しかし、そのシステムは特定の
業務に精通した人だけが創ることができるの
です。システム開発を通して業務を知り尽くしたシステムエンジニアにしか出来ない技術
だと思います。業務に精通し、システム利用の現場に近い所で仕事をしているSEが、利用者
の気持ちになり、創造力を発揮して、高度なシステムを構築していくこと。そのためにデザ
イナーやデータサイエンティストの技術を身に着けていくことが重要だと思います。
システム開発はエンジニアリングだと言われます。工場で品質の良いものを作ると同じよ
うに、良い品質のシステムを作るには人材育成・技術・開発方法が重要となると考えられてい
ます。しかし、先端で技術を引っ張るのも、大きなプロジェクトを成功させるのも、人です。
この情報産業は人の力に依存することが非常に高い産業です。この傾向は、昭和・平成・そ
して次も変わらないでしょう。だからこそ、大きく発展する可能性が高いのです。新しい時
代にも、AI・IoT（ビッグデータ）の技術を取り入れ、情報産業が地域の産業の中心となり、
会員各社の発展がなされると期待するものです。
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活力ある島根に向けて
溝口善兵衛

島根県知事

島根県情報産業協会の皆様には、日頃から情報産業の振興に格
別のご尽力を賜り、心から感謝申し上げます。
さて、人口減少が日本全体の課題となる中、島根県では、
「子育てしやすく
方の先進県

活力ある

地

しまね」を実現するため、県を挙げて産業振興や企業誘致、地域資源を活かし

た観光産業等の振興を進め、また、UIターンや子育てを支援することにより若者の定住を促
進するなど、地方創生に向けた施策に重点的に取り組んでおります。
中でも、島根県は、Rubyを軸としたソフト系IT産業の振興を重点施策と位置付け、人材育
成・確保、技術開発支援等に取り組んでおります。近年、皆様のご努力の結果、県内ソフト
系IT産業の業績、従事者数は着々と伸びており、特に昨年は、県内IT関連企業全体の売上高、
経常利益ともに過去最高の年となり、今後さらなる発展が期待されます。
一方で、IT業界では、全国的に技術者の不足が大きな課題となっております。このため、県
では、首都圏にIT人材コーディネーターを配置し、転職フェアを開催するなど、県内企業の
即戦力となる人材を確保し、県外からのUIターン者を増やす取組みを積極的に進めておりま
す。
また、県内IT産業のさらなる競争力の強化に向けて、
「しまねソフト研究開発センター」を
中心として、県内IT企業と連携しながら、IT分野での先端的な研究開発と、島根から国内外
に展開できる高度なITサービスの創出を目指し取組みを推進しております。
さらに、県内産業が、IoT、AIなどの新たな技術に対応し、島根からイノベーションを巻き
起こしていただけるよう、こうした新たな技術を製造業など様々な分野で活用されることを
目指し、異業種との交流や連携などの取組みについても積極的に推進してまいります。
今後も、活力ある島根を目指して、県内IT産業の振興に向け取り組んでまいりますので、引
き続き皆様のご協力をお願い申し上げます。
皆様にとって、本年が実り多き年となりますよう祈念いたしまして、ご挨拶とさせていた
だきます。
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情産協活動報告
１

しまね情報化月間行事開催

平成29年度しまね情報化月間講演会は、平成29年10月 5 日サンラポーむらくもを会場にして、日本マイクロソフト㈱
執行役員CTO榊原彰氏に「より豊かな社会をつくるマイクロソフトのテクノロジー」と題した講演をして頂きました。
講演会には、会員のほか、行政、一般参加の方52名が参加しました。
榊原氏は、マイクロソフト社におけるクラウド、AIに関する取組
の話をされました。特にマイクロソフト社は、クラウドファースト・
モバイルファーストを掲げ、特に自社のAZUREにAIをどう取り込む
かに積極的に対応しているとのことでした。その際、倫理面を重視
し、「AIの民主化」を標榜しているとの注目すべき指摘がありまし
た。
講演会終了後は38名の参加で交流会を開催しました。交流会に
は、島根県商工労働部次長太田史朗氏に引き続き来賓としてご出席
頂き、島根県産業振興課長松浦士登氏の発声により開宴し、かりゆ
しバンドの演奏を楽しみました。
交流会の締めは、かりゆしバンドのギター・ボーカル担当で、協
会元理事の今岡克己氏の指揮により島根県民の歌「薄紫の山脈」斉
唱が久々に復活しました。

２

協会新年会開催

平成30年新年会を 2 月 8 日松江市エクセル東急松江で開催しました。この日までに島根県は大雪に見舞われました。
市内は40㎝を超える積雪があり、市内バス路線がストップするなど、足場の悪い中、協会会員を中心に、講演会には85
名参加、交流会には、78名の多くの方の参加がありました。
第一部の講演会では、吉岡宏協会会長の挨拶のあと、富士通㈱デジタル事業本部長代理柴崎辰彦氏に「デジタルビ
ジネスと社会課題に挑む～共創で可能性を無限に～」と題した講演をしていただきました。柴崎氏は、講演のなかで、
米シリコンバレーの現在の状況を紹介しながら、老若男女、技術者、デザイナーなど多様な人々が集まり、議論しなが
ら、ユニークな価値、新しいビジネスを作り出していると強調されました。守りのITから攻めのITへの転換が行われて
おり、多様な観点からの侃侃諤諤な議論では、参加者が「楽しみながら」していることが特徴であり、企業もそうした
場を提供するための努力をしているとも述べられました。
「共創」は、先日他界された浜田市名誉市民で元シャープ副社長佐々木正氏が考案、登録された言葉ですが、この創
造精神が、
デジタル事業の最先端の分野でいかされていることに改めて
感慨を覚えます。
第 2 部の交流会は石碕修二協会副会長の開宴の挨拶の後、
能海広明松
江市副市長の来賓挨拶、
清川裕志ジェトロ松江所長の乾杯発声で始まり
ました。中国経済産業局閑田英敬参事官の挨拶も予定していましたが、
大雪による広島松江間の交通途絶により、ご出席がかないませんでし
た。
交流会では、
情産協に新規加入された㈱パソナテック島根ラボの田窪
大樹氏に出席を頂き、挨拶をうけました。また、立地企業のまとめ役
としてご活躍いただいている㈱テラテクノロジー社長宮本一成氏にス
ピーチをいただきました。更に、松江市産業経済部長矢野正紀氏から、
IT産業への期待をこめたエールを頂きました。
情産協交流会の定番となりつつあるアトラクションには。
松江市内で
活躍するミュージックファイブに出演頂き、
ベンチャーズ等懐かしいサ
ウンドで興を添えて頂きました。
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ＩＴ企業ガイダンス開催

平成30年 1 月11日松江市くにびきメッセ 1 F小ホールで、松江高専学生を対
象とした県内IT企業の現状理解のためのガイダンスを開催しました。今回のガ
イダンスは、協会主催の形で開始して以来 4 回目となります。島根県の共催・
支援のもと、松江高専の協力を得て実施しました。松江高専電子情報システム
工学専攻の学生を中心に40名が参加し、企業は、会員社26社参加しました。
各社 3 分間のプレゼンテーションを行った後、各社毎に設置したブースにて面談を行いました。面談は、一回20分
で、これを 2 回実施し、さらに多少の余裕時間があったため残時間を利用した面談を1回実施しました。学生の感想を
聞いてみると、なかには、時間が足りない、もっと話が聞きたいとの声もありました。
業界における人材確保への強い意向が一様にあるなかで、各社間の機会の公平を確保しつつ、県内IT企業各社の現況
を広く知ってもらいたいとの考えでいますが、一方で、学生が抱くより深く知りたいという要求にどう応えていくの
か、相反しかねないこうした課題に対し一層の工夫が必要と感じています。
この日松江地方は、風雪で、氷点下の一日でしたが、参加した皆さんの熱気で、寒さも忘れるぐらいでした。会場設
営に関し、机や椅子、電気配線など、参加企業担当者の方々、学生のみなさん、そして島根県職員の皆さんに手伝って
頂き、迅速に行うことができました。皆さんのご協力に改めて感謝申し上げます。

４

次期人材研修計画決定

この 4 月から始まる新年度のIT人材育成研修講座内容をこのほどまとめました。計画は、会員社へのアンケートを基
に、協会人材研修委員会（委員長吉岡会長）で検討し、まとめたものです。今年度は、受講希望が僅少となったRuby
関連講座をやむなく実施しないこととしました。Ruby関連研修については、どなたでも参加可能な会員社独自の取組
があり、協会からも案内の通知をいたします。協会の人材育成講座は、県補助によって、市場価格の凡そ七割程度の受
講料と、お得な価格設定としています。
なお、会場は、松江市テクノアーク1F研修室、大田会場は、大田市あすてらす研修室の予定です。
月

コース名 （日 程）

間

人数

プロジェクトマネジメントの基礎（5月18日）
1日間
5月 アサーティブ・コミュニケーション～言いにくいことを上手く言うための基本スキル～
1日間
（5月25日）

13名

受講料
31,500

11名

35,100

現場力養成！若手社員の仕事術～コミュニケーション編～（6月14日～15日）
6月 プロジェクトリーダーのための心理学～基礎編～（6月22日）
プロジェクトマネジメントの技法（6月27日～28日）

2日間
1日間
2日間

10名
10名
9名

41,200
38,600
50,300

UNIX/Linux入門（7月4日～6日）
ネットワークの基礎（7月10日～11日）
7月
プロジェクトリーダーのための心理学～実践編～（7月19日～20日）
Pythonによる機械学習～scikit－learnによる機械学習ことはじめ～（7月24日）

3日間
2日間
2日間
1日間

9名
8名
7名
6名

62,300
34,800
41,300
37,600

プロジェクトマネジメント技法の実践～品質分析、進捗分析、対策編～（9月6日～7日）
プロジェクトリーダーに求められるファシリテーションスキル（9月11日～12日）
9月
サーバ仮想化技術基礎（9月20日）
プロジェクトリーダーに求められるコミュニケーションスキル（9月26日～27日）
信頼されるSEに求められる問題解決スキル（10月4日～5日）
SEに求められるヒアリングスキル-効果的な顧客要件の聞き取り- ※定員：12名（10
10月 月11日～12日）
プロジェクトリーダーに求められるモチベーションマネジメントスキル（10月16日）
Windows Server 2016 の基礎（10月23日～24日）

2日間
2日間
1日間
2日間
2日間

7名
7名
7名
7名
6名

49,100
70,300
25,800
45,000
60,700

2日間

6名

50,600

1日間
2日間

6名
6名

33,300
66,800

相手に伝わる！ビジネス文書の極意～論理的な文書の組み立て方～（11月1日～2日）
LAN/WANの構築実習・実践トレーニング(Cisco編)
※定員8名（11月7日～9日）
11月
システム要件定義の基礎（11月15日～16日）
プログラム開発におけるレビュー・テスト技術の基礎（11月21日～22日）
業務分析設計概説～システム開発における要件定義のまとめ方～ 日程未定 【大田市
未定
開催コース】
11月 Ruby World Conference 2018参加登録 （11月1日～2日）

2日間
3日間
2日間
2日間

6名
6名
6名
6名

50,200
110,100
48,700
50,300

2日間

6名

51,400

2日間

40名

2,000
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第27回親睦ゴルフコンペ開催

当協会親睦ゴルフコンぺが10月21日（土）玉造温泉カン
トリークラブにて18社30名の参加のもと開催されました。
当日は台風21号が接近していたものの、雨に降られること
もなく、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、下記の通り多数の企業
様から協賛をいただき、ドラコン賞、ニアピン賞をはじめ、
多数の商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。

石碕
立原
3 位 白柳
ベスト
グロス賞 石碕
優勝
2位

修二（㈱オネスト）
博司（㈱マツケイ）
晃男（㈱ダイワボウ情報システム）
修二（㈱オネスト〈スコア82〉）

入賞の皆さん

【ご協賛各社】（表示は企業名順としています）
◎アキュートシスコム様
◎エネルギア・コミュニケーションズ様
◎オネスト様
◎山陰中央テレビジョン放送様

◎JECC様
◎島根情報処理センター様
◎ダイワボウ情報システム様
◎テクノプロジェクト様

◎ネットワーク応用通信研究所様
◎マツケイ様
◎玉造カントリークラブ様
たくさんのご協賛ありがとうございました。

６

RWC2017参加

11月 1 日 2 日の両日、松江市くにびきメッセで、RubyWorldConference2017が開催されました。今年の開催は、2008
年の第 1 回大会から数えて 9 回目にあたります。
大会実行委員長のまつもとゆきひろ氏は、
「Ruby After 25years」と題した基調講演で、Rubyの25年の歩みは、Ruby
コミュニティの活動によって支えられてきたこと、今後の歩みに関して、現在のRubyの速度の 3 倍のRuby 3 × 3 目標
としていることを明らかにし、速度アップがユーザに利便性をもたらし、また対話型プログラミング等、システム開発
者が楽しさを感じられるナイスなものとしたいと述べました。また、今後のRubyに関し、開発者として念頭におかな
ければならない点として、持続的に変化しつづけること、代替性の確保、漸進的変化、便益を与えるものであると指摘
しました。
期間中延べ800名を超える人々が大会に参加しました。人材研修事業の一環として、協会会員社には、参加登録料の
軽減支援制度がありますが、制度利用者は24名にとどまりました。
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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

役 職 名

【正会員】

㈱アイ・コミュニケーション
㈱アイテック
㈱アイティープロデュース出雲支店
㈱アキュートシスコム
㈱アバンセ
㈱イーウェル松江オペレーションセンター
出雲ケーブルビジョン㈱
㈱イード
㈱ｅ−Ｆ
ｒ
ｏｎ
ｔ
エクスウェア㈱
㈱エスティック
㈱エネルギア・コミュニケーションズ島根支店
エフ・エスソフトウェア開発㈱島根開発センター
㈱オネスト
㈱オプティマ
ガリレオスコープ㈱
協和通信工業㈱
小松電機産業㈱
㈱コンピュータ・コンサルタント
山陰ケーブルビジョン㈱
山陰中央テレビジョン放送㈱
㈱CMCSolutions
㈱シ－エスエー
㈱ジェットシステム
㈱システム工房エム
㈱システムズアイ
㈱システムデザイン・アクティ
㈱島根情報処理センター
島根電工㈱
㈱スマートスタイル
セコム山陰㈱
㈱セントラル情報センター 島根営業所
㈱ダイヤコンピュータサービス
㈱谷口印刷
ティーエスケイ情報システム㈱
㈱ティーエム21
㈱テクノプロジェクト
テラテクノロジー㈱
㈱ドコモＣＳ中国島根支店
日海通信工業㈱松江支店
㈱日本ハイソフト
日本システム開発㈱
㈱ネットワーク応用通信研究所
㈱バイタルリード
㈱浜田コンピュータシステム
㈱日立インフォメーションエンジニアリング
㈱ヒューマンシステム
㈲ヒューマンネット
（特定非営利活動法人）
プロジェクトゆうあい
㈱プロビズモ
㈱マイメディア
㈱マース
㈱松江情報センター
㈱マツケイ
㈱ミック
サイバートラスト㈱（旧 ミラクル・
リナックス）
㈱モンスター・ラボ島根開発拠点
㈱八雲ソフトウェア
和幸情報システム㈱
㈱ワコムアイティ
【賛助会員】

㈱アイル
出雲コアカレッジ
㈱インターネットイニシアティブ九州支社中四国支店
（合同会社）Ｓ-ＷＯＲＫＳ
㈱ケー・エス・イー
㈱コミクリ松江オフィス
㈱山陰合同銀行
㈱島根銀行
ダイワボウ情報システム㈱松江支店
西日本電信電話㈱島根支店
日本電気㈱山陰支店
㈱パソナテック島根Lab
㈱日立システムズ山陰営業所
㈱日立製作所中国支社山陰支店
フェンリル㈱
富士通㈱山陰支社
専門学校松江総合ビジネスカレッジ
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（正会員61社）

目次 真司
宮川 則男
糸原 賢二
藤原 文幸
福間
英
庄子 賢一
今岡余一良
宮川
洋
佐々木大輔
滝本 賀年
中筋 雄三
米田
功
髙野 正己
石碕 修二
梶谷 伸二
藤堂 五紀
石田 義信
小松 昭夫
竹内
守
石原俊太郎
渡部
勉
原田 淳一
和田 正志
木村 和弘
持田 朝子
中村
治
石本 光史
北村
功
荒木 恭司
野津 和也
佐藤 陽一
宮川 幸雄
郷田 芳穂
谷口 博則
長谷川正一
阿部
勝
吉岡
宏
宮本 一成
青木 範人
本常 賢一
杉原
悟
伊藤 健文
井上
浩
森山 昌幸
井上 公明
中本 一成
伊藤 恵美
本田 晴男
三輪 利春
浅田 信博
秀浦 実晴
杉原 成也
安部 圭司
佐藤 寿行
宮脇 和秀
伊東 達雄
鮄川 宏樹
松本 隆義
山下 剛史
福光
靖

松江市北陵町46-4
松江市西川津町4210
出雲市駅南町2-3-1エイコー駅南ビル3Ｆ
松江市乃白町334番地6
松江市学園南1丁目15番10-403号
松江市玉湯町布志名767-31
出雲市塩冶町1291-24
松江市北陵町１番地テクノアークしまね南館B
浜田市後野町779-2
松江市朝日町498番地松江センタービル7F
出雲市白枝町607-6
松江市母衣町115番地中国電力島根支社4Ｆ
松江市黒田町433-1 ムーランルージュ1階
松江市上乃木4丁目23番50号
松江市北陵町1番地レンタルオフィスＦ
松江市薦津町159
松江市平成町182-37
松江市乃木福富町735-188湖南テクノパーク内
浜田市朝日町70番地5
松江市学園1丁目2番27号
松江市向島町140番1
松江市北陵町46番1
出雲市今市町396-3
松江市学園南1丁目15番10号
松江市西津田3丁目2-3
益田市乙吉町イ342-1第一ビル2Ｆ
松江市浜乃木7丁目9番7号
出雲市今市町321-3
松江市東本町5-63
東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー22F
松江市北陵町34番地
松江市朝日町477-17 松江SUNビル8階
松江市東出雲町下意東1508番地
松江市東長江町902番59
松江市学園南2丁目10番14号タイムプラザビル3階
松江市北陵町52-2ゆめっくす北陵14号室
松江市学園南2丁目10番14号タイムプラザビル
松江市北陵町1テクノアークしまね南館
松江市東朝日町88-1
松江市古志原3丁目12番31号
出雲市西新町1丁目2548-7
松江市北陵町1番地テクノアークしまね本館西棟3F
松江市学園南2丁目12番5号HOYOパークサイドビル2F
出雲市荻杼町274番地2
浜田市下府町327-85
松江市朝日町498-6日立製作所山陰支店内4F
松江市北陵町46-7
松江市南田町130-1フォートビル3Ｆ
松江市北掘町35-14
出雲市駅南町2-3-1エイコー駅南ビル5Ｆ
益田市下本郷町56番地1
松江市北堀町332
松江市母衣町180番地20
松江市乃木福富町735-211湖南テクノパーク内
松江市学園南2丁目10番14号タイムプラザビル
松江市北陵町1テクノアークしまね南館C
島根県松江市白潟本町33 出雲ビル
松江市朝日町478-18松江テルサ別館2階
松江市伊勢宮町560番地
松江市北陵町43番地

0852-28-1001
0852-24-5220
0853-25-8105
0852-31-9101
0852-26-3255
0852-60-0511
0853-21-9811
0852-67-6685
0855-25-5890
0852-78-0375
0853-22-8140
0852-22-9881
0852-67-1997
0852-31-8835
03-3493-8800
03-6809-5733
0852-23-8650
050-3161-2490
0855-23-5214
0852-23-2522
0852-20-8888
0852-21-0525
0853-22-4114
0852-27-3930
0852-23-8590
050-3775-2130
0852-31-1670
0853-21-4674
0852-26-2833
03-5354-5751
0852-23-6000
0852-23-1520
0852-52-5506
0852-36-5888
0852-27-6061
0852-60-6810
0852-32-1140
03-5979-7173
0852-25-9501
0852-26-2255
0853-23-0098
0852-28-7175
0852-28-9280
0853-22-9690
0855-22-2020
080-3017-6723
0852-60-5767
0852-31-2066
0852-32-8645
0853-25-0018
0856-22-4175
0852-20-2577
0852-22-8811
0852-32-1616
0852-27-0329
03-6205-9500
0852-67-3860
03-6265-6824
0852-24-4471
0852-20-7200

山本 浩孝
山岡雄一郎
平尾 一浩
坂本
潤
景山
守
田島
享
広戸 道成
竹原 信彦
白柳 晃男
名倉 将之
倉持 裕規
田窪 大樹
酒井 克明
山本 真司
芹澤
満
竹岡ゆかり
林
京子

東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー16階
出雲市斐川町富村1000-8
広島市中区銀山町3-1ひろしまハイビル215Ｆ
松江市津田町301今井松江ビル1Ｆ
東京都千代田区神田小川町3-8神田駿河台ビル3F
松江市朝日町498松江センタービル8Ｆ
松江市袖師町6番10号
松江市朝日町484-19
松江市朝日町498-6
松江市東朝日町102
松江市朝日町477-17明治安田生命松江駅前ビル
松江市朝日町498松江センタービル9Ｆ
松江市御手船場町551ニッセイ松江ビル4Ｆ
松江市朝日町498-6
大阪市北区大深町3-1グランドフロント大阪タワーB14F
松江市学園南2丁目10番14号タイムプラザビル
松江市東朝日町74

03-6367-5870
0853-72-2500
082-543-6581
0852-60-0081
03-3518-0033
0852-27-5672
0852-26-7222
0852-24-1237
0852-27-1621
0852-20-7686
0852-24-4115
050-2018-2169
0852-24-1021
0852-26-7366
06-6377-7606
0852-24-6624
0852-26-8000

（賛助会員16社）

（注）■塗りつぶしは新たに掲載する会員社
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会員社紹介

第23回

エフ・エスソフトウェア開発㈱
島根開発センター

松江市黒田町 ムーランルージュ1F
代表取締役 高野

正巳

TEL 0852-67-1997

当社は、1982年に創業し主に金融系を中心
に基幹系システムの開発に携わってまいりま
した。
iPhoneが日本で発売になるのを機に新規事
業としてスマートフォンアプリケーションの
開発に着手しました。
島根開発センターは、スマートフォンアプリ
ケーションおよびweb系システムのニアショア
拠点として2015年 5 月にテクノアークしまね
に開設。現在はＵＩターン者と新卒採用で 9 名
の社員が在籍しており、事業拡大に伴い2017年

スマホによるLED制御

7 月に松江市黒田町に移転しました。
当社のモットーは「ぬるま湯でない温かさ」
です。当社は、
“職場環境を改善し、技術者に働
きやすい環境を提供し、チームワークで品質の
良い仕事をいかにするか”を課題としています。
また、地元の皆様にも少しでも貢献できれば
との思いから広告代理店とＬＥＤ設備会社と当
社の 3 社が合同でスマートフォンからＬＥＤラ
イトの色を制御できるといったライトアップイ
ベントを島根県立美術館など各所で開催させて
いただいております。
これからも地域活性化の一助となれるよう、
社員一同頑張りたいと思います。

事務局
から

島根開発センターメンバー

ITOCによるＩＴ技術なんでも相談の案内

しまねソフト研究開発センター（ITOC）では、ITOCの専門研究員によるIT技術相談会を実施しています。
日程は、専門研究員の都合もあり、予め決められてはいませんが、随時開催告知があります。直近では、3月
9日午後からありました。場所は松江市学園南くにびきメッセにあるITOCです。
ITOCが想定している内容は、以下のようなものがあります。当日は、IT経営相談サロン」も開催されますの
で、ITに関する相談はなんでも応じて頂けそうです。大いに利用しましょう。
・自社のITサービスに新しい技術を組み合わせて自社技術力強化を図りたい
・ITOCが取組んでいる開発技術を知りたい
この取組の詳細は

等々

http://www.s-itoc.jp/activity/seminar/41をご覧下さい。
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