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・毎月　第二火曜日　実施 ・毎月　第二火曜日　開催

　 ◇JASIPAブランディング活動 ◇会員企業のビジネス機会創出支援
　　　　・JASIPAウェブサイトリニューアル　２０１７年３月 　　　・ネットマーケティング環境の維持・運営

前月比較でＰＶ３０％ＵＰ 　　　・JASIPAホームページによる会員企業情報の発信
　　　　・Ｆａｃｅｂｏｏｋに広告掲載、知名度ＵＰ、アクセス向上策 　　　・各委員会活動状況の発信強化（例会・イベント等）

定期交流会３回、協業フェア１回の計４回実施
合計５４人のエンゲージメント（参加等）あり ◇NPO法人JASIPAの広報支援

　　　　・定期交流会勧誘パンフレット作成　　　３回作成 　　　・JASIPAホームページ等による広報（概要・活動状況等）
Developer Summit 2016 Summer 2016年7月29日

◇新規会員獲得支援
◇インターネットマーケティングの推進 　　　・会員拡大部会の発足と運営（企画・立案・集客支援等）
　　　　・各委員会タイアップでJASIPA委員会活動の活性化
　　　　・定例委員会開催　　１２回実施 ◇その他JASIPA事業支援

　　　・広告掲載
　　　・レンタルオフィス、私書箱

◇定期交流会の開催 ◇定期交流会の開催
　　　　・４月１８日（金）　７６名 　　　・７月２７日（水）　８８名 　　　　　・４月、７月、１月　　年３回開催　　　１０月は「協業フェア」
　　　　・１月２６日（木）　１２６名 ◇協業フェア
◇協業フェア　基調講演、ワークショップ担当
　　　　・１０月１４日（金） ◇交流委員会の実施
◇交流委員会の実施 　　　　　・社員同士の交流を図る同好会の検討他
　　　　・３月２７日（月） ◇ミニ交流会の開催
◇ミニ交流会の実施 　　・fbイベントなどを通じて一般会員へ広く告知
　　　・毎月第二火曜日　　：　　理事会後１８：３０～実施 ◇ICTビジネス委員会との共催
　　　・２月から定期交流会がない月はfbイベント立上げ 　　　　　・ICTビジネス交流会＆忘年会

マーケティング委員会

　　　　　・１０月６日（金）開催　基調講演、ワークショップ、懇親会担当

［理事会］

［マーケティング委員会］委員長：瀧　祐一　　副委員長：住吉　昭弘

２０１７年度　活動計画

活動報告　［２０１６年度実績及び２０１７年度計画］

JASIPA

２０１６年度　活動実績

理事会

交流委員会 ［交流委員会］　委員長：小湾　喜代宗　　副委員長：宮武　克己
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◇会員企業間のアライアンス推進活動 ◇会員企業間のアライアンス推進活動
　　　　・会員企業のプレゼンテーション　　３回 　　　　・会員企業のプレゼンテーション実施　　３回

５月、８月、１２月 　　　　・交流委員会、関西支部との連携により、ＩＣＴビジネス交流会
　　　　・定期交流会LTプレゼン 　　　　　の開催　（　１回／年以上　）

第５４回（１社）、第５５回（無し）、第５６回（２社） ◇会員企業支援
◇会員企業支援 　　　　・IoT、人工知能、ロボット等のビジネス情報共有
　　　　・委員会（５月、８月）にてpepper アプリ開発の情報交換 　　　　・会員企業の持つ新製品の事業家支援
　　　　・個別相談２社 ◇新体制準備　　　　・新副委員長の選任

エンジニアリングサービス委員会 ［　Ｅ　Ｓ　委員会］　委員長：吉田智和　　副委員長：中明知也、大身謝 剛

◇案件/人材の情報交換 ◇案件/人材の情報交換（継続）
　　　　・メールによる情報交換：随時（委員会メーリングリストによる） 　　・メールによる情報交換：随時（委員会ＭＬを使用）

　　　メール件数：約６００通 　　・Face to Face での情報交換：毎月（事務局会議室）
　　　　・月例会での情報交換：第２木曜日（事務所会議室） 　　・成約事例の紹介：委員会のＨＰやＭＬを活用
　　　　・月例会でのミニ交流会：第４木曜日（懇親会会場） ◇JASIPA人材ソリューション
　 　　　実績　：２２回開催　延べ参加人数　１６０名（平均７．３名） 　　・フリーランスを集め、会員企業の案件と繋ぐ

（前年度は、２０回開催で１５０名（平均７．５名）参加） ◇受託案件情報交換会
　　・受託開発を中心とした情報交換
◇ビジネス情報を蓄積出来る管理システムの構築
　　・BIZメーリングリストの廃止

　

◇グローバルビジネス委員会　第四水曜日　実施 ◇月例会を開催 ◇海外企業訪問
◇海外企業訪問 ◇グローバルコンシェルジュサービスの企画＆PR　ＰＲチラシ作成
◇会員のグローバルビジネス（海外進出＆オフショア開発）支援を実施 ◇会員のグローバルビジネス（海外進出＆オフショア開発）支援実施
◇産学連携企画　専門学校での実習を通じてグローバル人材育成＆採用 ◇JASIPAグローバルビジネスセミナー開催
◇ベトナムIT団体との業務提携推進 ◇会員企業向け案件獲得に向けた検討及びアクション
◇非会員からの海外ビジネス相談への対応 ◇海外IT団体との業務提携推進
◇グローバルトリップアドバイザー（仮）での情報収集と活用 ◇グローバルトリップアドバイザー（仮）の企画
◇協業フェアにてGBのPR ◇専門学校での実習を通じてのグローバル人材育成＆採用

［ICT ビジネス委員会］　委員長：中西 佐登司　　副委員長：

グローバルビジネス委員会 ［ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ委員会］　委員長：三上智親　副委員長：白井千晶、中丸孝一

ICTビジネス委員会

JASIPA

２０１６年度活動実績

活動報告　［２０１６年度実績及び２０１７年度計画］

２０１７年度活動計画
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◇みんなでディスカッション（経営者サロンを改題）実施　　１回（１２月） ◇委員会（会議）　　１０回（１２月と３月を除く各月）
◇委員会（会議）　　　　　 ４回　（６月、１０月、１２月、３月） ◇「みんなでディスカッション」開催４回／年（５月、９月、１２月、３月）
◇研修　　 　７月　非エンジニア向けgit講習 ◇委員会主催・協賛研修実施　　企画に応じて随時

　８月　エンジニアのための見積入門 ◇委員会主催・協賛勉強会実施　　企画に応じて随時
　９月　RDBMSチューニングの一歩目 ◇委員会主催エンジニア向け交流会
１０月　ドローン研修＆体験 ・LT大会　３回　（６月、１１月、２月）
１１月　現状突破セミナー（コーチング）
　１月　RDBMS正しく理解するインデックス
　２月　初心者向Python研修
　３月　Scala言語開発セミナー featuring Play Framework

◇関西支部例会　　　４、５、６、８、９、１０、１２、１、２、３月実施

◇JASIPA協業フェアWest２０１６開催（産創館：3Fﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｰｽ） ◇ＪＡＳＩＰＡ協業フェアWest２０１７（6月15日）開催予定（産創館）
テーマ：ＡＩからロボットまで　　　　　７月１５日実施

◇出張例会　　７月：リノシステム社（和歌山）
◇出張例会（１０月：カゴヤ・ジャパン社、２月：ワードシステム社）実施 ９月：プロアシスト社

◇第１３回関西支部交流会　　　１１月１７日開催 ◇関西支部交流会（第１４回）　１１月１５日開催予定
　　 昨年同様：ＭＯＴＥＸホールで開催

◇会員企業顧客インタビュー記事ホームページ掲載事業（２社程度）
◇関西支部と関東との交流事業として支部長以外の理事が理事会に参加

最大２回参加 ◇会員企業従業員向け共同レクレーション開催（ボーリング等）
◇会員企業顧客インタビュー（ワードシステム社）実施

ヒヤリング実施　掲載は２０１７年度

２０１６年度活動実績

［研修委員会］　委員長：池田成樹　　副委員長：山形直樹、北原 岳、岩崎浩之

◇関西支部定例会　１回／月（4、5、7、8、9、10、12、1、2、3）実施予定

JASIPA

関西支部

研修委員会

［関西支部］　支部長：杉本 浩　　副支部長：三宅広行、梅谷 康子

活動報告　［２０１６年度実績及び２０１７年度計画］

２０１７年度活動計画
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◇第１号議案 ２０１６年度の収支報告及び２０１７年度予算書付議の件

◇第２号議案　　役員改選の件
　　　①退任役員

退　任 理　事 　　竹内　　実 株式会社アーチ

退　任 理　事 　　林　健一郎 株式会社あおぞら

退　任 特別顧問 　　冲中　一郎

　　　②新任役員の推薦

新　任 理　事 　　北原　　岳 株式会社ケープランニング

新　任 理　事 　　中丸　孝一 レクポート株式会社

新　任 理　事 　　全本　和充 株式会社ワードシステム

JASIPA

２０１７年度　審議事項
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理事長 　　林　　義行 株式会社 ビーエスシー

副理事長 　　白井　千晶 FBI　（ Free Business Incubator ） グローバルビジネス委員会 副委員長

副理事長 　　杉本　　浩 スキルインフォメーションズ 株式会社 関西支部 支部長

副理事長 　　中西　佐登司 株式会社 ユニケソフトウェアリサーチ ICTビジネス委員会 委員長

　 理　事 　　池田　成樹 ダイキチ・ドットネット 有限会社 研修委員会 委員長

理　事 　　石原　　剛 株式会社 インテクア

理　事 　　岩崎　浩之 株式会社 ブロードヒューマンネットワーク 研修委員会 副委員長

理　事 　　梅谷　康子 株式会社 プロアシスト 関西支部 副支部長

理　事 　　大見謝　剛 システム・アナライズ 株式会社

理　事 　　小湾　喜代宗 メディアミックス株式会社 交流委員会　委員長

理　事 　　住吉　昭弘 株式会社 ジョルス マーケティング委員会 副委員長

理　事 　　瀧　　祐一 株式会社 日本システムデザイン マーケティング委員会 委員長

理　事 　　玉村　　元 株式会社 チャーリー・ソフトウェア

理　事 　　中嶋　政和 株式会社 クリエ・ココ 関西支部

理　事 　　三上　智親 株式会社 エイチ・ピー・エス グローバルビジネス委員会 委員長

理　事 　　三宅　広行 株式会社 パーシモンシステム 関西支部 副支部長

理　事 　　宮武　克己 株式会社 アジルコア 交流委員会 副委員長

理　事 　　本山　　功 株式会社 オレンジアーチ

理　事 　　吉田　智和 株式会社 サンノア エンジニアリングサービス委員会 委員長

（新任） 理　事 　　北原　　岳 株式会社 ケープロジェクト

（新任） 理　事 　　中丸　孝一 レクポート 株式会社

（新任） 理　事 　　全本　和充 株式会社 ワードシステム 関西支部

監　事 　　今野　久貴 尾崎会計事務所

顧　問 　　和知　哲郎 メディアミックス株式会社

顧　問 　　梅北　千広 株式会社 日本システムデザイン

事務局長 　　堀　　　　肇

２０１７年度　JASIPA　役員体制

JASIPA


