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ITCA憲章

会員の事業環境は、従来のモノへのサービス（ハードの構築・保守）に加え、ヒトへのサービス（ICTツールや情報の
活用）が求められる時代へと変化しています。 この情報化社会の進展による経営環境の急激な変化を真摯に受け止め、
協会の目指す未来が、行政機関及び関係団体等の理解を得て、特に会員の中心的顧客である中堅・中小企業の ICT活用
に貢献することを通じ、日本経済の発展、文化の形成に寄与する団体（会員）であることを明確にするため、ITCA憲章
を定めます。

情報通信設備協会及び会員は、情報化社会が進展する中で、ICTを通じて中堅・中小企業の自由闊達な展開と
繁栄に寄与し、中小企業憲章の理念を尊重しつつ、日本経済の発展、文化の形成に貢献します。

1.会員は、企業の個性と独創性を実現する ICTとソリューションのサービス提供を図り、企業の発展に寄与
します。

2.会員は、時代とニーズをリードする技術とサービスの革新を図るため、能力研鑽によって進化し、エンド
ユーザーの期待に応えます。　　

3.協会は、各種教育研修、新サービス・ 新技術に関する調査研究などの取組みを推進し、会員の技術力・サー
ビス力の向上を支援します。

4.協会は全国10か所の地方本部と共に、情報技術とサービスの革新に向けて、電気通信事業者、ソフト・ハー
ドメーカー、及び関連業界団体、商工会議所等の経済団体との連携を深め、中小企業に対する国等の育成支
援策も踏まえて、活力ある企業の繁栄に寄与します。
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FRONT VOICE

TOA株式会社
執行役員　営業統括本部　国内営業本部長
山田　武司

Smiles for the Public
―人々が笑顔になれる社会をつくる―

深秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお
慶び申し上げます。

　当社は昭和 9（1934）年、神戸の地でトランペットスピー
カー、マイクロホン等を開発するメーカーとして創業し、
その後、業務用・プロ用の音響設備とセキュリティ設備へ
進出するなど、音と映像の専門メーカーとして、100 ヵ国
を超える世界の国々へ当社の製品を送り続けてまいりまし
た。

　当社では、長年培った技術力やノウハウを武器に、製品
の企画・開発から生産、販売、運営に至るまでの業務を一
貫して手掛けています。今後も快適な暮らしを皆さまにお
届けできるよう、音響、映像、ネットワークなどの分野で
日々努力を続けています。

　当社の企業価値は、常に中長期的な視野に立ち、変革を
続けていく中で、変えてはならない当社の技術力とモノづ
くりへのこだわりを継承しつつ、技術力の拡大、蓄積、創
造を重ね、クオリティの高い製品とサービスを提供できる
ことにあると考えています。

　そして、当社の社会的価値をひとことで表すとすれば、
Smiles for the Public――人々が笑顔になれる社会をつく

る――
であると考えています。

　すなわち、人々の集まりである「Public（社会）」に対し、
「安心・信頼・感動」という価値をご提供することで、人々
の「Smiles（笑顔）」を実現することこそが、当社の企業価
値の源泉と捉えています。

　当社は、音と映像の強みを活かし、人命を守り、地域コ
ミュニティを活性化し、人々がより幸福を感じる場面を創
造します。とりわけ災害発生時等における「音の報せる力」
を当社の競争力の核とし、社会の安全・安心に貢献する事
業展開を行います。

　また、「ハードからサービスへ」の意識の切替を全社課
題とし、ビジネスのあり方の変革を図ろうとしております。

　具体的には、よい製品の供給だけに留まらず、よりお客

さまの声を反映し付帯するソフトウェアやサービスなどを
付加したソリューション型ビジネスを強化し、お客さまに
認めていただける新しい価値を継続的に創造・提供するこ
とを通じて、当社の企業価値・ブランド価値を高めてまい
ります。
　例えば、映像・情報と音の強みを組み合わせた減災・防
災システムの提供や、M2M、サーバー、クラウドなどの
技術を活用しネットワーク化を推進することなどにより、
遠隔メンテナンス、コンテンツ提供等、これまでにない新
しいサービスビジネスの取り組みを加速します。

　さらに、グローバル展開においては、当社はこれまで世
界を 5 つの地域に分け、地域ごとに地産地消のビジネスモ
デルを推進してまいりました。

　今後はそれをさらに加速させ、地域ごとに事業としての
自立を見据えた「世界に 5 つの TOA」の姿を目指します。

また、当社では「人間社会の≪音によるコミュニケーショ
ン≫に貢献する国際企業をめざす」との企業理念のもと、
1989 年より本社に併設された自社ホール「XEBEC HALL

（ジーベックホール）」を拠点としたメセナ活動を展開して
います。

その活動の一環として、小学生向け音楽 & ダンスの参
加型プログラム「TOA Music Workshop」を 2005 年の初
開催以来、全国で計 72 回実施し、約 8,000 人の子供たちに
体験してもらっています。

この様な活動は、2010 年、芸術文化振興と次世代育成に
貢献したとして「メセナアワード 2010 文化庁長官賞」を
受賞するなど、高い評価を頂いています。

こうした成長と変革、社会貢献を行う事により、当社は
「人々の社会生活にかけがえのない価値を提供する強い会
社」であり続けることを目指します。

最後になりましたが、本会のますますのご隆盛と会員の
皆様の事業のますますのご繁栄とご健勝をご祈念いたしま
す。
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地方本部だより

被爆７０周年 “広島・長崎 ”を迎えて
一般社団法人 情報通信設備協会 中国地方本部

事務局長　渡辺 博明

■なぜ広島に原爆が投下されたのか■
1945（昭和 20）年春から､ アメリカは投下目標都

市の検討を始めました。投下目標は､ 原爆の効果を
正確に測定できるよう､ 直径 3 マイル（約 4.8km）
以上の市街地を持つ都市の中から選び､ 空襲を禁止
しました。7 月 25 日には目標都市の広島､ 小倉､ 新
潟､ 長崎のいずれかに対する投下命令を下しました。
広島を第 1 目標とする命令を出したのは､ 8 月 2 日。
それは目標都市の中で唯一､ 連合国軍の捕虜収容所
がないと思っていたためです。
　また、終戦までに日本の主要都市は米軍の空襲で
ほとんど壊滅状態でした。そのなかで、広島はまだ
決定的な被害を受けていませんでした。広島が原爆
投下の目標に選ばれた理由には、次の 2 点も考えら
れます。 
①都市の大きさや山に囲まれた地形が、原爆の破壊

力を探るのに適していたため。
広島はまだ空襲を受けておらず、原爆の威力を確

認しやすかった。 

②広島には軍隊、軍事施設、軍需工場が集中しており、
それらがまだ破壊されずに残っていた。
8 月 6 日､ 広島の天気は晴れ。広島の運命は決ま

りました。

 
原爆ドーム

■核の時代■
  広島・長崎への原爆投下で世界は「核時代」に入
りました。人類は、核兵器の出現で破滅の瀬戸際（せ
とぎわ）に立たされたのです。 

広島・長崎は平成27年（2015 年）、被爆70周年という節目の年を迎えました。
被爆70周年は、原爆死没者の慰霊と被爆者の援護、被爆体験の継承という被爆都市ヒロシマの役割を再確
認し、決意を新たに「平和への思いの共有」を体現する年とするとともに、これまでのまちづくりの成果を
踏まえ、まちづくりの新たな一歩を踏み出す年と位置付け、広島の将来に向けた取組を行います。

原爆死没者慰霊碑　 碑文

原爆ドーム
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　強力な核兵器で相手国をおどし、攻撃を思いとど
まらせる核抑止論は、核大国の論理です。それに対
し日本は「核兵器をつくらず、持たず、持ち込ませず」
という非核 3 原則（1968 ＝昭和 43 ＝年）を掲げて
います。 
　また 1956（昭和 31）年には、原子力の平和利用に
ついても原子力基本法で「民主・自主・公開」の三
原則を定めています。 

核兵器が蓄積され、拡散が心配されている今日、
人類の英知は果たして核時代を制御できるのでしょ
うか。

■広島の復興■
さまざまな困難にもかかわらず、人びとの生活立

て直しや街を復興させる活動が続けられました。
こうした努力に対する支援が海外、そして日本の

各地から寄せられました。 
  1949（昭和 24）年、「広島平和記念都市建設法」が
制定・公布され、復興への大きな一歩が踏み出され
ました。この建設法によって、現在「100メートル道路」
として知られている「平和大通り」ができました。
焼けこげたがれきの中から、緑地帯や寄贈された何
千本もの木々に囲まれた車・歩行者用の広々とした
通りが完成したので
す。大通りは、戦時
中の建物疎開のあと
を利用したり、換地

（土地を取り換える
こと）をすすめたり
しながら、焦土のな
かで着工、推進され
たものですが、その
構想が持つ先見性は

「広島の再生」の象
徴と言えます。

■なぜ戦争は終わらないのか■
第 2 次世界大戦が終わっても、戦争や紛争は世界

各地で絶えません。朝鮮戦争（1950 年）、ベトナム
戦争（1968 年）、湾岸戦争（1990 年）など数多くおこっ
ています。犠牲になった市民たちの数は膨大なもの
になるでしょう。

それらの戦争では核兵器こそ使われなかったもの

の、大量殺りく兵器はますます増え、同時に地球環
境の破壊もすすんでいます。 
　国家の意思を武力に訴える戦争に、真実の正義は
ないことを歴史の教訓から学ばなければなりません。

■平和への訴え■
20 万人の犠牲者が発生した広島と長崎における

原爆投下から約 70 年が経過したが、世界にはまだ 9
か国に 19,000 の核兵器が存在すると言われています。
広島・長崎の悲惨な体験を再び世界の人々が経験す
ることのないよう、核兵器をこの地球上からなくし、
平和な世界を確立しようと、広島と長崎の両市は訴
え続けています。

 
　

■広島世界遺産航路■
“ 原爆ドーム ” と “ 宮島 ” の 2 つの世界遺産を結ぶ

クルーズが登場。
川から海へと走る船から、変わる風景とともに、

世界遺産観光が楽しめます。

 
　

出典資料：なぜ広島に原爆が投下されたのか（原爆資料館）
被爆 70 周年の取り組み（広島市）
総務省（追悼施設）

原爆の子の像

広島平和記念資料館

安芸の宮島
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業界ニュース　8月 

NEC は、企業の販売促進部門や販促ツール制作会社向けに、プロジェクションマッピングを活用し、効果的な訴求を実現
する販促用展示台「プロジェクションマッピング POP」を発売した。本製品は、展示台、プロジェクター、ソフトウェアのセッ
ト製品である。展示台上部の置台に動きのある映像の表示や音楽の出力等、従来の紙や電飾を活用した POP では困難であっ
た展示を行うことで、企業の展示会や店頭での集客効果を高める等、効果的な訴求を実現する。また、表示する映像は、ソ
フトウェア上で容易に変更可能なため、展示品変更の際も流用できる。

ＮＥＣがプロジェクトマッピングを活用し、効果的な訴求を実現する販促用展示台を発売

㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリは、SaaS 型 IT 運用基盤サービス「Vistara（ヴィスタラ）」を販売開始した。本サー
ビスは、オンプレミスとクラウド両方に設置したサーバやネットワーク機器の統合的なセキュリティ運用が可能となり、初期
投資を抑えつつ、内部犯行による情報漏えいリスクの軽減を実現する。Vistara の特長は、①サーバやネットワーク機器の操
作証跡を動画で記録 ②貸出 ID 管理により厳密な統制を実現 ③オンプレミスに設置した機器とクラウドに設置した機器を一括
管理 ④対象機器のパッチ状況を一括管理 ⑤月額課金によるスモールスタートの利用　販売価格：84,000 円より / 月額（税別）

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリがＳａａＳ型ＩＴ運用基盤サービス「Ｖｉｓｔａｒａ」を販売開始
～オンプレミスとクラウドのハイブリッド環境を統合管理し、内部犯行による情報漏えいを防止～

㈱カカクコムが運営する購買支援サイト「価格．COM」は、来年 4 月に予定されている「電力小売りの全面自由化」に先駆け、
「価格．COM 電力料金比較」をオープンした。「電力小売りの全面自由化」により、「新電力」と呼ばれる電力会社のプラン
を消費者が自由に選べるようになる。本サービスの概要は、①料金プランを手軽にシュミレーションできる「電気料金プラ
ン診断」②「電気代チェッカー」で、お持ちの家電にかかる電気料金がわかる。③電力自由化に関するニュース等

価格．ＣＯＭが電力自由化にむけて、「電気料金比較サービス」を開始
～２０１６年４月の電力小売りの全面自由化にも対応予定～

NTT コミュニケーションズ㈱は、スマートフォンなどで利用できるセキュリティサービス「マイセキュア」の機能を強化
し、保護者が子どものスマートフォンのアプリ利用時間や、不健全なインターネットサイトへのアクセスを制限することが
できる「ペアレンタルコントロール」機能を提供開始した。追加機能の概要は、① URL フィルタリング機能 ②アプリケーショ
ンコントロール機能 ③利用履歴通知機能

本サービス追加により家族や子どもが安心してスマートフォンを利用できる環境を提供する。

ＮＴＴコミュニケーションズがスマートフォンなどで利用できるセキュリティサービス「マイセキュア」に
おいて、子どもをインターネットの脅威から守る「ペアレンタルコントロール」機能の提供開始

共同印刷㈱は、企業が保有するコンテンツをタブレット端末などで利用でき、より効果的な営業活動を実現するクラウド型
の多機能電子キャビネット「eZrackTM」を開発しサービスを提供開始した。本サービスは、電子書店「自己ガクⓇ」の運営で培っ
た電子書籍の配信技術やノウハウを生かして開発した企業向けの多機能型電子キャビネットである。製品カタログや会社案内、
提案書、社内資料といった企業が保有するコンテンツを電子ブック化して一元管理し、所属部署や担当プロジェクトなどのユー
ザー属性に応じた複数の本棚を自動生成するもので、コンテンツとユーザーを、簡単かつ適切に管理することが可能である。

共同印刷が電子キャビネット「ｅＺｒａｃｋTM」を開発
～属性ごとの本棚を自動生成、最新版コンテンツ活用で効果的な営業活動を実現～

グレープシティ㈱が複数の Excel ファイルをクラウド上で自動集計するサービス「Masume（ますめ）」のプレビュー版を
公開した。本サービスは、Web ブラウザから集約・集計したい Excel ファイルをアップロードするだけで、Excel シート内
の集計対象となるセルを自動認識し１つのテーブル（表）に集約して結果を返す。ファイルアップロードによる集計のほか
にも、Excel ファイルを添付したメールを Masume から送信し、返信された記入済みの Excel ファイルを自動集計すること
もできる。月額ベースでの料金体系を予定しており、初期投資はかからない。プレビュー版は、初回利用時にアカウントを
登録するだけで、Masume のフル機能を無料で利用することができる。製品としてのサービス開始は、2016 年春を予定している。

グレープシティがアップロードするだけで複数の Excelを一つに集計するクラウドサービスをプレ
ビュー公開  ～ Excel集計クラウドサービスＭａｓｕｍｅ（ますめ）プレビュー版公開～
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NRI セキュアテクノロジーズ㈱と日本電気㈱および NEC マネジメントパートナー㈱は、かねてから不足が指摘されている
情報セキュリティ人材の育成を目的とする研修プログラム「実践！サイバーセキュリティ演習 for Eggs（フォーエッグ）」を
共同で販売開始した。本プログラムは、3 社がそれぞれノウハウを有し、難易度が異なる研修プログラムを組み合わせたもの
で、入門から応用までのトレーニングを効率的に提供する。標準の 4 日間コースでは、前半 2 日間で、セキュリティに必要
な知識を座学で学ぶとともに、PC を用いたハンズオン（手を動かす）演習を通して、情報セキュリティへの深い理解とスキ
ルを習得する。後半 2 日間では、チーム形式の演習で、具体的なサイバー攻撃に対する一連の対処方法を学ぶ。

ＮＲＩセキュアとＮＥＣが共同で、実践的な情報セキュリティの研修プログラムを提供
～「実践！サイバーセキュリティ演習 ｆｏｒ Ｅｇｇｓ」によりセキュリティ人材の育成を支援～

㈱バッファローが 11ac/n/g/b 433Mbps 対応のホテル用 Wi-Fi ルーター（無線 LAN 親機）「WMR-433W シリーズ」を発売
した。ブラック、ホワイトの 2 色をラインナップ。本製品は、ホテルの有線 LAN を無線化し自分専用の Wi-Fi 環境を構築でき、
スマートフォン・タブレット等 LAN ケーブルを直結できなかった機器をホテルのインターネット回線に接続できる。2.4GHz
帯と 5GHz 帯に対応、5GHz 帯では最大 433Mbps（理論値）の 11ac 対応で、外出先でも快適に動画コンテンツ等が快適に楽
しめる。本体重量は約 19g で単三アルカリ乾電池 1 本分より軽量。名刺より小さいコンパクトな筐体は、かばんの中やポケッ
トに入れても気にせず持ち運べるサイズで出張や旅行に便利である。（※11ac対応無線LAN親機として　2015.8バッファロー
調べ）価格（税抜）：5,000 円

バッファローがホテルのＷｉ-Ｆｉをセキュアに中継する「Ｗｉｒｅｌｅｓｓ ＷＡＮ」対応５カ国語マニュアル付き
ホテル用Ｗｉ-Ｆｉルーターを発売  ～わずか約19ｇ、世界最軽量※11ac ～

NTT 東日本は、オフィス向けクラウド型サイネージサービス「ギガらくサイネージ」を提供開始した。本サービスは、ク
ラウドを利用し情報を一括管理、配信することで、オフィス内やロケーション間の情報共有の円滑化を図ることを目的とし
たオフィス向けクラウド型サイネージサービスである。オフィスで起こる情報共有に関する課題をスマートに解決でき、また、
ビルのエントランスや病院の待合室でのインフォメーション、工場の安全スローガン、ドライバーの詰め所における安全運
転の啓発、不動産の物件案内、公共施設における観光案内など、さまざまな用途への活用が可能である。

ＮＴＴ東日本がオフィス向けクラウド型サイネージサービス「ギガらくサイネージ」の提供開始
～クラウドを使って安価でスマートな情報共有を実現～

シャープ㈱は、振り込め詐欺対策機能を搭載したファクシミリの上位モデルとして、業界で初めて不審な電話を自動で判
別し着信を拒否する「迷惑電話フィルタ」を搭載したデジタルコードレスファクシミリ 2 モデル＜ UX-AF91CL/CW ＞を発
売する。本製品は、トビラシステム㈱が提供する有料サービスで警察や自治体などから提供された迷惑電話番号情報をもと
に作成したデータベースを活用し、振り込め詐欺や悪質な勧誘電話などを自動で判別し着信も拒否することができる。また

「メール通知機能」を使用すれば、離れて暮らす家族も着信拒否した件数などを確認することが可能である。

シャープがデジタルコードレスファクシミリ＜ＵＸ―ＡＦ９１ＣＬ/ＣＷ＞を発売
～業界初、不審な電話を自動で判別し、着信を拒否する「迷惑電話フィルタ」を搭載～

KDDI ㈱は、自宅に居ながら健康チェックを行えるセルフ健康チェックサービス「スマホ de ドック」の全国一斉受付を開
始した。本サービスは、専用の在宅検査キットと WEB サービスを組み合わせることで、健康診断を受診する時間がなかな
か取れない方、例えば、子育て中の専業主婦や自営業の方などが、気軽に素早く健康チェックを行うことができる。au ユー
ザ以外でも「スマホ de ドック」のサービスサイトから、1 検査につき 4,980 円（税抜）で申込可能。申込後、郵送される専
用の検査キットで採血をし、キットを返送することで、約 1 ～ 2 週間後にご自身のスマートフォンやパソコンの「マイページ」
上で検査結果の確認や近隣の病院検索が行える。

ＫＤＤＩがセルフ健康チェックサービス「スマホ deドック」全国一斉受付開始
～日本全国、どこからでも、どなたでも手軽な健康チェックが可能に～

NTT アイティ㈱は、スマホ・タブレット等のカメラを動画や印刷物にかざすだけで、Web や地図表示などのサービスが
受けられる電子透かし活用サービス「MagicFinder」に、多言語対応機能を搭載して提供開始した。本サービスは、サイネー
ジ動画・静止画・印刷物等のコンテンツに埋め込んだ「電子透かし※」情報と、スマホ・タブレット等の端末の使用言語情報
を用いることにより、利用者の使用言語に応じた情報をダイレクトに取得することが可能である。（※電子透かし：人間の目
には判別しにくく情報を埋め込む「電子透かし」という技術）

ＮＴＴアイティが電子透かし活用サービス「ＭａｇｉｃＦｉｎｄｅｒ」に多言語対応が新登場
～動画や印刷物にカメラをかざすだけで、使用言語に応じた情報をダイレクトに取得～
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IPA（独立行政法人情報処理推進機構）は、発見・届出された脆弱性のうち、届出から 1 年以上開発者と連絡がとれない
ソフトウェア製品の脆弱性が 1 割弱存在することから、脆弱性情報を公開する、新たな運用を開始した。IPA は JPCERT コー
ディネーションセンターと共にソフトウェア製品の脆弱性による被害を低減させるため、「脆弱性関連情報届出制度」を 2004
年 7 月から運用している。この制度運用において「開発者に連絡がとれないことにより指摘された脆弱性の修正パッチ等が
提供できない。このことで製品利用者が長期にわたり脆弱性の存在を認識できないまま製品を使い続けてしまうこと」が関
係者の間で問題視された。そこで、製品利用者の安全確保を第一義とし、“ 当該製品を使用しないという選択 ” を可能とする
ため、「対策情報が提供されていない製品の脆弱性情報」を公表する新たな運用を開始した。IPA のウェブサイトの「重要な
セキュリティ情報」欄において「連絡不能公表」として公表されている。

ＩＰＡが届出から1年以上開発者と連絡がとれない “脆弱性”を公開する、新たな運用を開始

NTT アイティ㈱は、スマートフォン専用のリモートアクセスサービス「ビズドア」を 2016 年 1 月 12 日より提供開始する。本サー
ビスは、従来より販売しているリモートアクセスサービス「マジックコネクト」のスマートフォン専用ラインナップである。メー
ル・グループウェア・業務システムの利用に特化し、スマートフォンの小さい画面でもすばやく簡単に使えるように機能やイン
タフェースを専用設計している。立ったままでも社内システムを手軽に利用できる為、外出先でのすきま時間に、顧客対応や意
思決定を行うことが可能となる。

ＮＴＴアイティがスマートフォン専用の安全・簡単なリモートアクセスサービス「ビズドア」を新発売
～メール・グループウェア・業務システムの利用に特化し、使いやすさを追求～

OKI と OKI データは、中小規模オフィス向けのビジネスホン「CrosCore シリーズ」と「COREFIDO3」対応の A3 カラー LED
複合機 4 機種を連携する新機能を開発した。連携機能は、10 月 13 日から提供開始する。本連携機能は、複合機の印刷状態を電
話機にボタン点灯で通知して自席で把握できるようにする。さらに、複合機での受信 FAX を外出先でもスマートフォンで閲覧
できるようにするなど、最小限の投資で業務効率化を実現する。

ＯＫＩとＯＫＩデータがビジネスホンと複合機による「音声とドキュメントの融合」でオフィスの業務効率化
に貢献　～複合機・フマートフォン・電話機の連携で社員のワークスタイルを変革～

Apple は世界で最も先進的なモバイルオペレーティングシステムとなる iOS9 を iPhone、iPad、iPod Touch のユーザに対
して 9 月 10 日より無料アップデートとして提供開始した。iOS9 はパワフルな検索機能、改良された Siri Ⓡを通じて、あらゆ
る操作でユーザのプライバシーを守りながら、iOS デバイスをよりインテリジェントで積極的なアシスタントに変身させる。
新しいマルチタスキング機能により、2 つのアプリケーションを横に並べて一度に見たり、操作したりできるようになる。ピ
クチャ・イン・ピクチャでは、ビデオを再生しながら、ウェブをブラウズしたり、メールの文章を入力したり、その他のア
プリケーションを実行したりできる。詳細な交通機関の情報を備えたマップのほか、News アプリケーションによりどのデバ
イスを使って読んでも最高の体験を得られるなど、いっそう強化されている。

ＡｐｐｌｅがｉＯＳ９をｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ、ｉＰｏｄ ｔｏｕｃｈのユーザに対して無料アップデートとして提供開始

NTT コミュニケーションズは、現在提供中の「伝言ダイヤル（0170）」サービスについて、携帯電話や SNS などの普及に
伴い利用者が大幅に減少していることから、2016 年 2 月 29 日にサービスの提供を終了する。
（参考）伝言ダイヤル：「0170」から始まる番号で、全国の加入電話・公衆電話から伝言を録音・再生できるサービス。災害
用伝言ダイヤル（171）とは異なる。

ＮＴＴコミュニケーションズが「伝言ダイヤル（0170）」サービスの提供終了

京セラ㈱と一般財団法人日本予防医学協会は、ヘルスケア分野で協業し、スマートフォンとウェアラブルデバイスを活用
することで、継続的に生活習慣の改善をサポートする新しいサービス「デイリーサポート」を今秋より、日本予防医学協会
を通じて、健康経営を目指す企業、健康保険組合、ヘルスケアサービス事業者に対して提供していく。本サービスは、①生
活習慣を測定②スマホでチェック③アドバイスで改善の 3 つのステップで行う。デイリーサポート用のアプリで、4 つの「見
える化」（活動量・食事・睡眠・内臓脂肪）を管理する。

京セラがスマートフォンで内臓脂肪面積を推定～生活習慣改善支援サービス「デイリーサポート」提供～
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ニフティは、2015 年 10 月から 2016 年 3 月までの 6 カ月間、都内の一般家庭にて「スマートサーブ」を活用した振り込め
詐欺検知システムの実証実験を行う。本システムは、クラウド上で通話内容を解析し、振り込め詐欺で使われやすい文章パター
ンを検知すると、電話を受けた本人とあらかじめ登録した家族に警告を通知するものである。通話データをクラウド上に収
集する際には、「スマートサーブ」によって安全な通信を行うため、第三者による覗き見や不正アクセスの心配がない。また、
振り込め詐欺で使われやすい文章パターン（詐欺に関する単語の有無やその組み合わせ）を判別するため、制度の高い検知
が期待できる。

ニフティが振り込め詐欺検知システムの実証実験を都内で開始
～振り込め詐欺を検知して、本人と家族に通知。通話データを「スマートサーブ」で安全に通信～

㈱オービックビジネスコンサルタントは、企業が行う初めてのストレスチェック制度の準備に安心して対応できる［OMSS+
ストレスチェックサービス］を 9 月 24 日から OBC の販売パートナーを通じて発売する。本サービスは、企業がストレスチェッ
ク制度に対応するために必要なものがすべてオールインワンで提供される。実施体制の構築や規定の準備には、専用の導入
運用ガイド・書面テンプレートを使って準備することで、初めての企業でも体制を構築できる。また受検は、Web を使った
IT 受検・分析サービスを提供し、従業員・企業側の双方のコストを削減する。これらの環境構築は、ハードウェア等の必要
は無く、コストを抑えての運用が可能である。さらに本制度の重要な実施者となる医師を、ストレスに対応できる専門医を
標準で提供し、ストレス判定・面接勧奨までトータルで継続的な運用ができる特長を持っている。

ＯＢＣがストレスチェック制度に準拠するオールインワンサービス［ＯＭＳＳ+ストレスチェックサービス］
を発売開始

NEC は、工業製品・部品の表面に自然発生する微細な紋様（物体指紋）をもとに個体を識別し、真贋判定が可能な「物体指
紋認証技術」を強化した。本技術は、人間の目では判別が困難な製品固有の紋様を、スマートフォンなど汎用カメラで撮影し、
事前に登録した紋様の画像と照合することで、製品の真贋を瞬時かつ高精度に識別する NEC の独自技術である。今回の強化では、
プラスチック樹脂や皮革など多様な材質の物体表面において、光沢や模様の濃淡など識別性の高い特徴を独自に抽出して認識
する技術等を開発した。特殊なタグ等がなくとも、様々な商品の真贋判定を高精度に行えるため、低コストかつ効率的な模造
品対策、ブランド保護を実現する。

ＮＥＣが「物体指紋認証技術」を強化し様々な材質の工業製品・部品に対応

㈱理経は、ドローンシールド社のドローンの特徴的な飛翔音を検知するシステム「DroneShield」のレンタルサービスの受
付を開始すると発表した。スポーツイベントや野外フェスティバルなどで VIP 警備のため一時的に利用したいとの要望に応
えるため、レンタルパッケージでのサービスを開始する。本システムは、レーダーでは感知できない小型のドローンも高精
度で検知、150 ｍ離れた場所からドローンを検知することが可能である。オプションのパラボナアンテナ使用で 1,000 ｍ離れ
た場所からも検知。飛翔音がドローンである場合には、アラート機能により瞬時にスマートフォンへのメール転送や外部イ
ンタフェースへ連携することが可能である。

理経がドローン検知システム「ＤｒｏｎｅＳｈｉｅｌｄ（ドローンシールド）」のレンタル受付開始
～スポーツイベントや野外フェスティバルでの利用を促進～

㈱日立システムズは、インターネット技術を使った企業向け内線電話システムである IP テレフォニーソリューションの新
サービスとして、「NETFORWARD クラウド PBX サービス」を販売開始した。本サービスは、高機能な IP-PBX の制御機
能を日立システムズのデータセンターから、割安なクラウドサービスとして提供する内線電話システムである。FMC 連携
サービスや、スマートフォンでのグローバル内線サービスなどの機能を、内線 1 番号あたり月額サービス料金 650 円（税別）
から利用可能である。これにより、従来は機能が限定的な中小規模向けの IP-PBX を利用していたユーザーも、高性能な IP-
PBX を手軽に導入できるようになるほか、IP-PBX に関わる運用管理負担を軽減できる。

日立システムズが企業向けＩＰテレフォニーソリューションの新サービスを販売開始
～月額６５０円から提供可能な内線電話サービス「NETFORWARD クラウド PBXサービス」を販売～

大日本印刷は、拡張現実技術を活用し、商品をタブレット端末のカメラにかざすと、商品名や説明文などを外国語に翻訳し
た商品パッケージを画面上に表示するシステム「DNP パッケージ翻訳 AR システム（店頭用）」を開発した。インバウンド対応
のサービスとして日用品や食品メーカーなどに向けて 9 月より運用を開始する。本システムは、あらかじめ翻訳したパッケー
ジデータを表示しているため、正確な翻訳の表示が可能で、パッケージの表示内容とは別に、画面上に商品のキャッチコピー
なども翻訳して表示できるため、各言語に合わせたアピールが可能である。

大日本印刷がＡＲ技術を活用し、店頭で商品パッケージの説明文の翻訳を表示するシステムを開発
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特集

ＮＴＴ東日本・NTT西日本
～国際不正通話被害抑止に向けた取り組みについて～

1．国際不正通話の概要　

PBX 等（内線電話を実現するための交換装置）の

機器やソフトウェアに対する第三者による不正なア

クセスによりお客さまの電話が不正利用され、発信

された国際電話で高額な通話料が発生する被害が

2015 年春に急増しました。本事象は、PBX 等のセキュ

リティ対策が不十分な場合に、悪意ある第三者によ

る「内線電話端末としてのなりすまし」（事象1）や

「外出先等から発信できる機能の悪用」（事象2）によっ

て発生しており、個人事業主を含めた中小企業が利

用している PBX 等の被害事例が大多数を占めていま

す。これらは通信事業者の設備故障・不具合等に起

因して発生するものではなく、通信事業者だけでは

完全に防ぐことができないため、通信事業者と機器

やソフトウェアを提供しているメーカー、そしてこ

れらをご利用いただいているお客さまも含めて、国

際不正通話の被害を抑止する取り組みを進めていく

ことが重要です。　　

2．NTT 東日本・NTT 西日本の具体的な取り組み

内容について

NTT 東日本・NTT 西日本は国際通話サービスを

提供しているひかり電話について、2015 年 7 月以降、

国際不正通話の被害低減のため、および総務省から

の要請に基づき、次のような取り組みを実施し、一

定の効果を挙げています。

＜事象１＞内線電話端末としてのなりすまし
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（総務省からの要請内容については総務省のHPを参照：

http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/

kinkyu02_000191.html）

　①注意喚起の徹底

現在ひかり電話をご利用中の全てのお客さまに

対して、ダイレクトメール等により、国際不正通

話の注意喚起、ならびに国際通話の発信規制につ

いて検討されるようご案内しております。

これにより国際通話の発信規制のお申込み数

は NTT 東日本・NTT 西日本ともに急増しており、

国際不正通話の抑止に成果を挙げております。

　②国際通話の発信規制に関する手続きの迅速化

お客さまからの国際通話の発信規制に関する申

し込みについて、発信規制工事完了が翌営業日と

なっておりましたが、2015 年 7 月 27 日から当日中

に工事完了できるように変更いたしました。

　③緊急的な措置

国際不正通話を検知した際、NTT 東日本・NTT

西日本から対象のお客さまにご連絡し、ご連絡が

とれたお客さまには国際通話の発信規制を実施さ

れるようご案内しておりました。

加えて、2015 年 7 月 27 日以降はご連絡がとれな

かったお客さまについても、緊急的な措置として、

NTT 東日本・NTT 西日本の判断で国際通話の発

信を一時的に規制させていただき、事後にお客さ

まにご連絡さしあげる対応を開始しております。

またお客様へのご連絡につきましては、平日日

勤帯のみの対応としておりましたが、2015 年 7 月

30 日より 24 時間 365 日対応へ拡張しております。

＜事象２＞外出先等から発信できる機能の悪用
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　NEC ネッツエスアイ（以下､ NESIS）は、普及の
兆しが出てきた M2M/IoT 分野での SI サービスの取
り組みを強化し、SI 事業の拡大を図る方針を固めた。
キャリアソリューション事業本部キャリア販売推進
本部 ･ 本部長の貴田剛氏は ｢当社の基本事業である
SI 事業を拡大していくための手段として、これから
新たに M2M/IoT の分野に注力する｣ と語る。
　同社はこれまで､ 牛の検知システム（牛の発情検
知方法､ 特開 2012-90604（P2012-90604A））や港湾
での車両位置特定システムなど､ 様々な M2M/IoT
の実証実験に参画してきた｡ それらの経験を活かし、
これからは本格的に M2M/IoT ソリューションを提
供していく。
　エンドポイントにあるセンサーなどのデバイス管
理やデータ収集、クラウドヘのデータ蓄積､ ユーザー
企業でのデータ見える化までを手掛け、さらに SI だ
けでなくモバイルと固定の通信回線を含めたエンド
ツーエンドのサービス提供で差別化を図る。

■ L2 接続で柔軟な回線プラン
　その取り組みの一環として､ NESIC は MVNO サー

ビス ｢ネッツワイヤレス｣ と M2M/IoT ソリューショ
ンを組み合わせた ｢ワンストップ SI サービス｣ の販
売を 6 月 9 日から開始した。
　10 月 1 日から提供開始を予定しているネッツワ
イヤレスは､ ｢NEC グループで初めて L2 接続する
MVNO サービスになる｡ 基本的には、企業向けに
M2M/IoT 用途で販売する｣ と、貴田氏はその特徴を
述べる。
　ネッツワイヤレスでは､ 企業向けに M2M/IoT 用
のデータ回線を提倶する MVNO サービスと､ MVNO
事業を行う企業を支援するための MVNE サービス
の 2 つをターゲット事業鎖域と定めている（図表
1）。格安スマホに代表されるコンシューマー向けの
MVNO サービスは対象外となる。
　M2M/IoT 用データは、トラフィックパターンを絞
り込むことができ、通信の帯域や回線を利用する時
間帯を限定してもシステムの稼働には支障のない場
合が多い。また、ネッツワイヤレスは L2 接続するた
め、回線メニューを柔軟に作ることが可能だ。
　そこで同サービスでは､ M2M/IoT のシステムごと
に最適な通信プランをカスタマイズして低価格で提

業界特集

SI事業の拡大を図るため、NECネッツエスアイは M2M/IoT分野に本格的に乗り出す､ 固定だけでなくモバイ
ル回線もまとめて提供する｢ワンストップ SIサービス｣をテコに、ビジネスの成長を狙う戦略だ。

文◎唐島　明子（テレコミュニケーション）

ＮＥＣネッツエスアイがＭＶＮＯとソリューションを組み合わせ
M2M/loTで SI事業を強化

（図表1）ネッツワイヤレスのターゲット事業領域
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供する。｢実際にビジネスを行う企業は、通信コスト
まで非常にシビアに見ている｣（貴田氏）ことから､
厳しい企業ニーズに応えるため、月額 280 円～と価
格を抑えたプランも用意している。
 
■固定含め閉域で通信が完結
　また､ 高いセキュリティ性を備えていることもワ
ンストップ SI サービスのポイントだという。
　具体的には、各種センサーや監視カメラなどが設
置されているセンサーネットワークの利用現場から、
NESIC のクラウドサービスまではネッツワイヤレス
で接続し､ ユーザー企業がクラウドにアクセスする
際には専用線やインターネット VPN などで接続する

（図表2）。この仕組みであればエンドツーエンドで一
度もインターネットに出ずに安全なデータ通信がで
きるとして、NESIC はこれを ｢完全閉域網｣ と表現
する。
　 同 社 の デ ー タ セ ン タ ー に は SOC（Security 
Operation Center）機能もあるため、将来的には
M2M/IoT 向けにも SOC を展開していくことを検討
している。

■ 18 年には売上高 100 億円
　M2M/IoT では、第一次産業など従来は接点のな
かった異業種の企業とのビジネス、そして海外展開
などの可能性が開かれている。「売上目標は 2018 年
までに 100 億円」と貴田氏は述べ、パートナーとの
業務提携､ SI サービスの異業種への裾野拡大､ 海外

展開などをもとに、SI 事業の成長を図る戦略だ。
　パートナーとの業務提携では、主に M2M/IoT デ
バイスを提供するベンダーなどに向けた「IoT ビジネ
スパートナープログラム」を用意し､ M2M/IoT アプ
リケーション､ センサー､ 映像デバイス､ スマート
デバイス､ 通信機器などの分野で､ 強みのある製品
を持つベンダーとの業務提携を進めている。
　現在も新たなパートナーを開拓中だが､ 既に業
務提携しているパートナーは､ M2M/IoT プラット
フォームの日本システムウエア､ 映像デバイスの分
野では屋外でも使える超小型カメラなどを扱うワ
テックや監視カメラで有名なアクシスコミュニケー
ションズなどがある｡ 他にはスマートデバイス、各
種センサー、通信デバイスなどのベンダーとも話が
まとまっている。
　IoT ゲートウェイのように実際に SIM を搭載する
通信デバイスは、ネッツワイヤレス検証済みの状態
にしていつでも販売できるようにすることを計画中
だ。
　｢ネッツワイヤレス検証済みであれば､ M2M/IoT
ゲートウェイを設置して電源さえ入れればすぐにで
も使えるようにすることができる。工場、農業､ 社
会インフラなど､ 様々な分野の屋外を狙っていきた
い｣ とキャリアソリューション事業本部キャリア販
売推進本部ソリューションビジネス企画グループ ･
システム課長の有川洋平氏は語る。
　すでに M2M/IoT を導入している工場では、デー
タ通信は主に固定回線が利用されてきた｡ そのため、
M2M/IoT の仕組みは屋内でのみ利用されることが
多く、屋外でのニーズは多分に存在していると見て
いる。また､ 水道などの社会インフラではこれまで
PHS 回線が多く利用されていたが､ 今後は 3G/LTE
への置き換えが進んでいくと見込まれるため、その
リプレース需要も獲得していきたいという。

（出典：テレコミュニケーション September 2015）

（図表2）ネッツワイヤレスと各ソリューションを組み合わせたワンストップSIサービス

キャリアソリューショ
ン事業本部キャリア販
売推進本部・ 本部長の
貴田剛氏（右）、キャリ
アソリューション事業
本部キャリア販売推進
本部ソリューションビ
ジネス企画グループ・
システム課長の有川洋
平氏（左）
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LAYCOM Layer & Computer

���社���� TEL：03-3288-0130 FAX：03-3288-0170 (担当：松尾・児玉)
【本社】〒101-0061東京都千代田区三崎町2-22-8 梨本ビル3階 http://www.laycom.co.jp  E-Mail：information@laycom.co.jp

�サーバ・クライアント構築
Windows・Linuxサーバー

設計・構築から、クライアント
展開(Windows7・8等)も含
めてご提供いたします。

����スクー�
大手キャリアの研修センター
で定例コースを担当する他、
お客様のニーズにあわせた
研修を行っております。

�ネットワーク構築
ネットワーク機器の設置・設定
から、LAN工事に至るまで、

物理層全般に渡る設計・施工
をご提供いたします。

�����・��サポート
システム導入後のメンテナ
ンスサポート・障害対応・改
善提案をご提供いたします。
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����������

マイナンバーが��の�なさまのもと��

����は��でいます��

マイナンバー��������ト

���な�は マイナンバーの�ール�ン�ー
�������������へ

※ ナ��イ�ルは���が��ります。 ※ ������分������分 ������������く�
※ �������で���イ�ル��が�ない場合は、 ����������������けください。

� �����ー�����������������������������������
���� �����ー�����������������������

����������������������������������� □

���������������

□ �����������������������������������
�����������

□ �����������������������������������
���������������������

□ �����������������������������������
�����������

������������������������������������
���������������������������������

□ �����������������������������������
�������������������������������

������ー�������

□ �����������������������������������
������������������������������������
�����������������

□ �����������������������������������
�������������������������

※ 従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。
※ アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。

���������番号����

□ ������������������������������������
������������������������������

（平成27年5月作成）

✓

表面（案） 裏面（案）

「個人番号カード」 「通知カード」
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マイナンバー��、はじまります。

平成２７年１０月から、マイナンバーを一人ひとりにお届けします。

・ マイナンバーは国民一人ひとりが持つ１２桁の番号で「通知カード」が送られてきます。

・ 平成２８年１月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が始まります。

・ マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切にしてください。

事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱い

ます。
・ 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイ

ナンバーの提出を受け、書類などに記載します。

・ 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止

されており、またその管理に当たっては、安全管理が義務付けられます。

行政手続が、早く、簡単かつ正確 に行えるようになります。

・ 社会保険の手続や源泉徴収票などにマイナンバーを記載し、行政手続で利用するこ

とで、確認作業の無駄が削減され、また添付書類の省略による簡素化が図られます。

・ 正確な情報に基づく確認により、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正

な社会を実現します。

マイナンバーに関するホームページやコールセンターがあります。

もっと詳しく知りたい方は で検索。又は ０�７０�２０�０１７８へお問い合わせ
ください。

（受付時間）土日祝日、年末年始を除く９：３０～１７：３０

マイナンバー

マイナンバー

愛称：マイナちゃん

住民票を
チェック

書留郵便で
受け取ろう

個人番号カード
を申請しよう

個人番号カード
を受け取ろう

マイナンバー
利用開始
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　株式会社日立製作所と株式会社日立産業制御ソ
リューションズは、高性能な目線カメラ付きヘッド
マウントディスプレイと接写可能な点検カメラ、AR

（Augmented Reality:拡張現実）技術を用いたクラウ
ド型機器保守 ･設備管理サービス｢Doctor Cloud（ド
クタークラウド）／巡回 ･点検支援システム｣の販売
を開始しました。本システムは、日立が2014年2月か
ら販売しているクラウド型機器保守 ･設備管理サー
ビス｢Doctor Cloud｣に機能をパッケージ化して提供
し、国内外の工場 ･プラントや水処理 ･交通施設など
の社会インフラ事業者、建設会社向けに拡販していき
ます。
　本システムを導入することで、現場作業者は、作業
ナビゲーションの確認をハンズフリーで行えるとと
もに、接写可能な点検カメラを活用して見えにくい箇
所も撮影 ･確認できることから、保守 ･点検 ･建設作
業の効率 ･安全既向上が図れます。また、国内外の複
数拠点間で同時通信が行えることから、遠隔地からの
効率的な作業指示を可能にします。
　工場 ･プラントや水処理 ･交通施設などの社会イン
フラにおける機械 ･設備の保守 ･点検や異常発生時の
対応、各種の建設現場における作業状況の確認の際に

は、人手による現場作業が行われていますが、熟練作
業者の減少などによる人手不足が進む中、現場作業の
さらなる効率化と技能伝承が大きな課題になってい
ます。
　そこで日立と日立産業制御は、現場作業において、
ITを活用した効率性 ･安全性の向上やヒューマンエ
ラーの抑制、技能伝承を図るため、「Doctor Cloud」の
機能を拡張し、ヘッドマウントディスプレイとカメ
ラを組み合わせたウエアラブル端末や、端末上で現実
の画像 ･映像に情報を重ね合わせて表示する AR技術
を用いた現場作業ナビゲーションのほか、複数拠点に
同時通信を行うシステムの開発 ･実証に取り組んで
きました。
　そして、このたび、目線カメラ付きヘッドマウント
ディスプレイと接写可能な点検カメラ、AR技術、複
数拠点同時通信機能および｢Doctor Cloud｣を組み合
わせてパッケージ化した｢Doctor Cloud/巡回 ･点検
支援システム｣の提供を開始します。
　具体的には、現場作業者が機器 ･設備に貼付した
マーカーを目線カメラで読み込むと、AR技術による
作業ナビゲーションがヘッドマウントディスプレイ
上に表示されます。作業スタッフは、目線を変えずに

新製品・新サービス

日立製作所と日立産業制御ソリューションズが
カメラ付きヘッドマウントディスプレイと

ＡＲ技術を用いたクラウド型機器保守・設備管理サービス
「Doctor Cloud ／巡回・点検支援システム」を販売開始

～現場作業の効率・安全性向上と遠隔地からの作業指示効率化を
支援する機能をパッケージ化～

「Doctor Cloud ／巡回 ･点検支援システム」による現場作業イメージ
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必要な情報を確認できるとともに、両手を使って作業
を行えるので、現場作業の効率 ･安全性を向上します。
これらの作業内容は、｢Doctor Cloud｣に組み込まれ
た設備管理ソフトと連動して記録 ･管理するととも
に、ノウハウの蓄積を支援します。
　接写可能な点検カメラは、これまでは死角となり
やすかった機器や配管の裏側 ･隙間などの撮影を行
いやすくし、点検作業や建設現場での確認作業など
の効率が向上します。また、ヘッドマウントディプ
レイには、高輝度のディスプレイを搭載しているた
め、屋外 ･屋内にかかわらず高い視認性を確保してい
ます。さらに、約2～8時間の連続動作に対応する内
蔵バッテリーにより、長時間の連続作業にも対応でき
ます。
　なお、多数の拠点や広大な敷地を持つ場合には、複
数拠点同時通信機能を活用することで、監督者が遠隔
地にいる場合でも、現場作業者に対してより的確な指
示を行うことができます。特に、これまで有識者や
熟練技術者を現場に派遣せざるを得なかった特殊な
作業でも、遠隔地からの作業指示で対応することが可

能となります。

■ ｢Doctor Cloud｣ に関する Web サイト
http://www.hitachi.co.jp/doctor-cloud/

■商標注記
｢Doctor Cloud｣は、株式会社日立製作所の登録商標で
す。

■お問い合わせ先
株式会社日立製作所　電力 ･インフラシステムグ
ループ　サービス事業推進室
〒170-8466　東京都豊島区東池袋四丁目5番2号
電話：03-5928-8046（直通）

株式会社日立産業制御ソリューションズ　企画統括
本部　サービス事業推進センタ
〒110-0006　東京都台東区秋葉原6番1号（秋葉原大
栄ビル）
電話：03-3251-7280（直通）　

本システムの構成イメージ図

目線カメラ付きヘッドマウントディスプレイ外観
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　MetaMoJi では、この GEMBA アプリ基盤の上で
作られた第 1 弾の現場向け業務ソリューションとし
て、デジタル野帳 ｢eYACHO｣ を大林組と共同開発し、
本年 6 月よりベータ版を提供してきました。
　野帳（レベルブック）とは、屋外での利用に適し
た耐久性の高いメモ帳のことで、建設現場では備忘
録や測量結果の記録、簡単な打合せのメモなど様々
なシーンで利用されています。コンパクトで即座に
メモがとれる反面、後から必要な箇所を探すのに手
間取る、共有すべき内容を改めてパソコンでデータ
入力する必要があるなど、管理に手間がかかる点が

課題でした。これらを解決するために開発されたの
が、デジタル野帳 ｢eYACHO｣ です。デジタル野帳
｢eYACHO｣ では、大林組の建設業界における知見
を活かしたテンプレート、アイテム、タグを組み込
むことで、従来の野帳の手軽さはそのままに、デジ
タルの特性である管理機能を大幅に向上させました。
大林組は、文書作成の省力化、情報検索の効率化に
よる生産性向上とともに、施工管理ツールを iPad に
一元化した新しい現場ワークスタイルの実現を目指
し、既に現場で ｢eYACHO｣ の先行利用を開始して
います。

株式会社 MetaMoJi（本社：東京都港区、代表取締役社長：浮川 和宣）は､ 大林組（本社：東京都港区、代表取締

役社長： 白石 達）との共同開発による iOS用デジタル野帳｢eYACHO（イー ･ヤチョウ）の製品版を提供開始し

ました。

MetaMoJiは､ 現場におけるタブレット等のモバイルデバイスを最大限に業務で活用するために､ 平易な操作性

と書き味に定評のある｢MetaMoJi Note｣を拡張する形で､ 新しい｢GEMBA（ゲンバ）｣アプリの基盤を開発し

ています｡ GEMBAアプリの基盤上では､ ノートのページ上に表計算やチェックボックス等のコントロールを

配置することで、自由な操作性と現場での定型業務の完結を両立するアプリケーションが開発できます｡ 新た

に搭載された日付管理機構や､文書内タグ設定､管理機能を利用することで､ページに書かれた内容を現場のニー

ズに即した様々な形で検索､ 機能定義が可能なため､ 現場での高い利用率が期待できます。

ＭｅｔａＭｏＪｉが、デジタル野帳「ｅＹＡＣＨＯ」製品版の提供開始
～現場におけるタブレット等のモバイルデバイスを最大限に業務活用～

■販売価格
･ フリー版：無料で App Storeからダウンロード
　一部機能に制限がつきます。
･ スタンダード版：1ライセンス月額360円／年額3600円

から。建設 mazec､ 表計算機能､ 音声録音機能は追加オ
プションになります。

　法人での一括導入をご検討の場合はお問い合わせください。

■お問い合わせ先
株式会社 MetaMoJi
TEL : 03-5114-2912
FAX : 03-5114-2526
E-mail : info_ep@metamoji.com
HP : http://product.metamoji.com/gemba/eyacho/
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１．スタート メニュー
Windows 7 と同じ操作性を持つ新しい「スタートメニュー」が

提供され、Windows 7 と同じ階層メニュー（ジャンプリスト）も
使うことができる。

スタートメニューは、Windows 7 の操作性と Windows 8.1 での
操作性を犠牲にすることなく、両者をバランスよく統合した結果
として、新しく生まれ変わった。よく使うアプリやコンテンツを
ピン留めすれば、よく使うコンテンツへすぐにアクセスでき、ス
タートメニューへのピン留めは、タスクバーへのピン留めと同じ
ように使うことができるというカスタマイズ性を備えている。さ
らに、スタートメニューにピン留めしたアプリはライブタイルに
よってアプリを起動することなく最新情報を確認できるという
Windows 8.1 の良さを引き継いでいる。
 
２．ハイパフォーマンスでありながら、スリム化を実現

起動や終了時のパフォーマンスを向上させるために、Windows 8 で導入された高速起動をファインチューニングした。
最適化された高速起動によって、起動時間のさらなる短縮を実現し、Windows 7 に比べて起動時間が短い Windows 8.1、
それ以上に Windows 10 の起動時間は短くなっている。

また、CPU との連携や各種デバイスとの連携をファインチューニングすることによって、バッテリーの持続時間の向
上をはかっただけでなく、回復パーティションを不要にするなどの改良によってストレージ容量の削減も実現した。こ
れらの改善によって、Windows 8.1 with Bing を搭載したストレージ容量の小さいタブレット PC への導入も問題なくで
きるようになった。

３．よりパーソナルに、より自然な体験を
Windows 10 には新しい生体認証フレームワークである「Windows Hello」を搭載している。Windows Hello では、パ

スワードを使用することなく、標準搭載した指紋認証や PIN を使用するか、最新 PC に搭載される赤外線照射カメラ（顔
認証やまたは虹彩検出用）によって迅速で安全に PC へアクセスすることができる。これから日本語に対応して追加され
るデジタルアシスタント「Cortana」が対話やタイピングを通じて個人の好みを学習し、あらゆるデバイス上で人々の作
業を支援する。

この Cortana は、ユーザーのパートナーとして活躍するだ
けでなく、開発者にとっても大事なパートナーになる。なぜ
なら、Cortana はアプリとの連携が容易になっており、開発者
は新しいナチュラル ユーザー インターフェイスを組み込んだ
アプリを開発することができるからである。

Windows Hello と デジタルアシスタント Cortana は、ユー
ザーを、認証のための作業に関連するリスクから解放し、欲
しい情報を自分で探すのではなく、Windows 10 のプラット
フォームがユーザー自身を認識しユーザーのための情報を提
供する、より自然でよりパーソナルなコンピューティング体
験を実現する。

Windows 10が2015年7月29日にリリースされ、早3ヶ月が過ぎた。正規の Windows 7、Windows 8.1、Windows 
Phone 8.1の利用者は、2016年7月28日まで無償アップグレードが可能となり、期間中にアップグレードをすれば
以降も無償で利用できる。また、パッケージ版、ダウンロード版は2015年9月4日に発売された。現在の Windows 
10の導入状況は世界で1億1000万台となっており、Windows史上最速のペースとなっている。
Windows 10は、Windows 7の良さと Windows 8.1の良さを洗練し、融合した新しい体験をユーザーに届けるために
生まれた。そこで、この記事では Windows 7から Windows 10にアップグレードして変わるポイントを紹介する。

Microsoft Windows10アップグレード情報
～最新の機能で、より操作的・機能的に～
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 ４．新しいブラウザ Microsoft Edge
これまでの Windows 標準搭載のブラウザである Internet 

Explorer に変わって、W3C（World Wide Web Consortium）
の標準に準拠したブラウザである「Microsoft Edge」を搭載
す る。Microsoft Edge は、Google Chrome や Mozilla Firefox
と同等か、それ以上に標準に準拠しており、もう表示が崩れ
る心配をする必要はない。さらに、Microsoft Edge はメモや
手書きを加えて他の人と共有することも自由自在にできる。

もちろん企業のイントラネット向けには、Internet Explorer 
11 を使用することができるので、これまでに作成された 
Internet Explorer 向けの業務用（イントラネット）サイトに
対しては互換性を持った Web ブラウジングを利用できる。

５．新しいマルチタスク環境
Windows 10 は、より広い作業環境を実現するために新しいワークスペース として「仮想デスクトップ」を提供する。

仮想デスクトップを使えば、アプリごとにデスクトップを用意して広々とした空間を自由自在に使うことができるよう
になり、ショートカットキーやマウスでも容易に切り替えることができる。この機能により、もう複数のアプリのウィ
ンドウを切り替えて作業しなくても、スムーズに作業に集中することができるようになる。

もちろん、Windows 7 で導入されたウィンドウのスナップ機能も引き継いでおり、さらに簡単な操作で 4 つのアプリ
を並べることができる。

６．Windows ストアを標準搭載
Windows 10 は、スマートフォンと同じようにアプリの配布場所として「Windows ストア」を標準搭載する。
Windows 10 を搭載するさまざまなデバイスからアプリ、ゲーム、音楽、映画、テレビ番組など、優れたデジタルコン

テンツを Windows ストアから手軽に購入して楽しむことができる。
Windows ストアで配布されるアプリは、オペレーティング システムに影響を与えないインストールと安全な実行環境

という特徴を持っている。もちろん、ユーザーは、アプリだけでなく、今
までと同じアプリケーションをインストールして使用することもできる。

Windows 10 は、デスクトップ、2-in-1、タブレット PC、Surface Hub や 
Microsoft HoloLens、Microsoft Band、Raspberry PI などの IoT を含めた
さまざまなデバイスで稼働し、アプリを実行することができ、購入したア
プリを複数のデバイスで利用することもできる。新しい PC を購入した時
もアプリを Windows ストアからダウンロードすることができる。

また、Windows ストアは、ソフトウェア流通の新しいチャネルであり、
アプリ開発者が容易に世界でアプリを販売することも可能にし、利用者に
とって最新で安全なアプリを入手する手段になる。

７．デバイスに依存しないモビリティを提供
Windows 10 は、タッチ、キーボード、手書きなどに標準対応している。つまり、自分に合った方法でデバイスを操作

することができ、デバイスの状況に合わせたモードへと切り替える「Continuum（コンティニュアム）」と呼ぶ機能を提
供する。
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たとえば Microsoft Surface のようなタブレットとラップトップの両方のスタイルで使える PC では、タブレットとし
て使うときにはタッチでの使用に最適化されたタブレット モードへと切り替わる。つまり、Windows 10 は、使いたいデ
バイスを使うシーンに合わせて、デバイスを自由自在に使うことができるようになっている。

さらに、スマートフォンでの Continuum 機能は強力で、
外部モニターに接続し、さらにマウスやキーボードを接
続すれば、あたかもデスクトップ PC のような作業環境
を実現することができる。作業ファイルを OneDrive にお
くことで、スマートフォンにも標準搭載された OneDrive
を使って、デバイスを気にすることなく、デスクトップ
での作業をそのまま継続することができる。

Windows 10 を搭載するデバイスは、クラウド ネイティ
ブな機能と Continuum 機能によってデバイスを超えたモ
ビリティを実現する。

８．より生産的になるアプリを標準搭載
Windows 10 には、マップ、フォト、メール、カレンダー、ミュージック、ビデオなどのアプリが標準搭載される。こ

れらのアプリと標準搭載の OneDrive の組み合わせによって、デバイスの垣根を超えたモビリティを実現する。
さらに、Word、Excel、PowerPoint、Outlook という Microsoft Office という生産性スイートの新しいユニバーサル

Windows アプリをストアから入手できる。Microsoft Office は、Android デバイスや Apple の iPhone と iPad 向けにも提
供されている。

Windows 10 のクラウドネイティブな機能を活用することで、デバイスの垣根を超えて、いつでもどのデバイスからで
も、より生産的な作業を継続することができる。

９．いつまでも新しい Windows
ご存知のようにインターネットの世界では、日々、新しい脅威や新しい使い方が生まれている。これらの脅威や新し

い使い方に対応するために、Windows 10 は「Windows as a Services」という考え方に基づいて最新の機能と最新のセキュ
リティを提供し続ける。

Windows は、定期的に Windows Update を通じて最新のセキュリティ パッチなどを提供してきた。Windows 10 からは、
最新の機能とセキュリティ パッチを継続して届けることで、新しい脅威や新しい使い方に素早く対応することができる。
常に最新の状態へと変化させることで、従来のサービス パックなどのように手間のかかる対応をする必要がなくなった。

企業ユーザー向けには、Windows Update for Business などによって最新の機能や最新のセキュリティの展開を自由に
制御する選択肢も用意している。

まとめ
Windows 10 は、Windows 7、Windows 8.1 の良さと、いくつもの最新の機能が追加され、より操作的かつ機能的なも

のとなっている。ここで紹介したポイント以外にも様々な改善がなされているので、店頭で触って、Windows Insider プ
ログラムや製品の評価版を見て、新しい Windows10 をご自分で確認してみることをお勧めする。

また、Windows 10 では、ハードウェア、ソフトウェア、周辺機器等においての互換性について、下記の URL にて確
認できるようになっているのでご確認頂きたい。

・互換性情報、アップグレード情報＆早分かり簡単操作ガイド
http://www.microsoft.com/ja-jp/atlife/campaign/windows10/compat/
※画像はマイクロソフトの Web ページより

お問合先 URL　　　　　　　　　　　　　　　　
https://support.microsoft.com/ja-jp/contactus
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建設業フォローアップ相談ダイヤル

現在及び将来にわたるインフラの品質確保とその担い手の中長期的
な育成を図るため、平成２６年６月に公共工事の品質確保の促進に関
する法律（品確法）が改正され、平成２７年４月１日から、発注関係事務
の運用に関する指針（運用指針）の運用が開始されます。

この度、国土交通省では、運用指針の趣旨の現場への浸透や適切な
受発注者関係の構築に向け、「新労務単価」や「品確法の運用指針」な
どの相談を総合的に受け付ける相談窓口を開設し、元請事業者、下請
事業者、技能労働者等様々な立場の皆さんの現場の生の声や情報を
聞かせていただくこととしました。

国 土 交 通 省
土地・建設産業局 建設業課
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「建設業フォローアップ相談ダイヤル」で受け付ける生の声

「建設業フォローアップ相談ダイヤル」は、従来の「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」

を発展的に統合し、建設業に関する様々な現場の生の声をお聞きするものです。

従来から受け付けていた、公共工事設計労単価改訂後の請負契約に係る情報に加え、新た

に運用の始まる品確法の運用指針に関すること等についても相談を受け付けます。

E-mail：hqt-kensetsugyo110@ml.milt.go.jp
「建設業フォローアップ相談ダイヤル」への情報は、電子メールでも受け付けています。

＜品確法・運用指針の内容や公共工事設計労務単価等の内容についてはホームページをご覧下さい＞

※元請負人と下請負人間の取引に係る法令違
反、または、法令違反のおそれのある事例は、
国土交通省のホームページに掲載されている
「建設業法令遵守ガイドライン」をご覧下さい。

公共工事設計労務単価改訂後
の請負契約に係る情報

その他の関連情報

品確法の運用指針に関する情報

・元請負人が見積の際に、合理的な
根拠もなく、下請負人の示した労務単
価を下回る額を一方的に押しつけ、そ
の額で下請契約を締結した など

＜法令違反のおそれがある情報の例＞

●行政や業界の取組や現場の実態についての

関連する情報

※お寄せ頂いた情報には、国土交通省が直接対応出来ない
場合もありますので、予めご了承願います。

法令違反、または、違反のおそれのあ

る情報については、「建設業法令遵守

推進本部」が端緒情報として取り上げ、

当該建設業者への立入検査や報告徴

収等をするかどうかの判断をします。

いただいた情報については、今後の取

組の参考とさせていただくほか、個別事

案を特定できない方法で公表させてい

ただくこともありますので、予めご了承

下さい。

・予定価格の設定時に依然として「歩切り」が行われている。
・品確法の運用指針の内容について教えて欲しい。
・違反と疑われる発注者の行為について相談したい。
・発注者には言いにくい受注者の悩み、現場での困難な実態を聞いて欲しい など

＜例えば・・・＞

●発注者と元請負人との請負契約についての情報

●元請負人と下請負人との取引の際の法令違反、

または、法令違反のおそれがある情報

●１次下請負人と２次下請負人など、下請負人間

での取引の際の法令違反、または、法令違反の

おそれがある情報

いただいた情報をもとに・・・

○当該発注者等に情報提供を行うこと等により見直しの促進を図っていきます。
○運用指針の実施状況のフォローアップに活用するなど、各種施策の検討の参考にさせていただきます。

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000089.html
http://www.milt.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000217.html

品確法・運用指針：

公共工事設計労務単価：

●「歩切りの禁止」や「ダンピング対策」などの、品確法の運用指針の内容の実施状況についての相談

●公共工事の品質確保と担い手の中長期的な育成・確保といった、品確法の基本理念に関連する

現場の取組・実態についての情報

相談ダイヤル
への相談

発注事務
の見直し

発注者への
情報提供

発注現場
への反映
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平成27年度優秀施工者国土交通大臣顕彰を
建設マスター４氏・ジュニアマスター３氏が受賞

　国土交通省では、現場の第一線で「ものづくり」
に直接従事している方の中から、特に優秀な技能・
技術を持ち、後進の指導・育成等に多大な貢献をし
ている建設技能者の方を対象として、平成 4 年より
優秀施工者建設大臣顕彰を、また平成 13 年度からは

「優秀施工者国土交通大臣顕彰」に名称を変更して授
与しています。平成 27 年度の被顕彰者 406 名のうち、

「電気通信工」部門では情報通信設備協会会員から 4
名が選ばれました。優秀施工者は、建設工事におけ
る名人、親方、師匠、熟練者であることから、通称［建
設マスター］と称されています。

また、今年度からは、39 歳以下の優秀な建設技能
者を対象とした顕彰制度［建設ジュニアマスター］
が創設され、「青年優秀施行者土地・建設産業局長顕
彰」を被顕彰者 110 名のうち、3 名が選ばれました。
10 月 9 日（金）に東京都港区芝公園のメルパルクホー
ルで開催された顕彰式典で授与されました。

［建設マスター顕彰基準］
①技術・技能が優秀であること。
②技術開発・施工の合理化を図り顕著な成績を挙

げていること、かつ建設工事に相当の実績のあ
ること。

③後進の指導・育成に努めていること。
④工事施工において安全・衛生の向上に貢献して

いること。
⑤他の建設現場従業者の模範であること。

［建設ジュニアマスター顕彰基準］
①技術・技能が優秀であること。
②技能・技術に関する工夫・改善に努め技術開発・

施工の合理化に貢献していること。
③将来その活躍が一層期待されること。
④工事施工において安全・衛生の向上に貢献して

いること。
⑤勤務成績、日常行為等において他の建設現場従

業者の模範であること。

受賞者紹介
［優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）］

◎石塚 浩之 氏
会員名：日新電話設備株式会社（関東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　宅内工事のメタル・光・IP・LAN・専用線等、オー
ルラウンドの技術力を有している。また、ビジネス
ホン・PBX についても従事実績がある。このため長
野オリンピック会場の通信設備構築や、四国等の台
風災害復旧工事等幅広い工事にも従事した実績があ
る。また、会社内での新技術の水平展開等、中堅指
導者としての高い技術力と、指導力を遺憾なく発揮
している。

◎坂越 吉康 氏
会員名：株式会社シミズシンテック（北陸地方本部

会員）
所在地：石川県金沢市
主な推薦理由：
　無線・有線を問わず電気通信に係る工事に幅広く
携わり、数多くの資格取得などの自己研鑚を積み、
永年の職務従事により培った知識・技能を有してお
り、特に工事の施工管理能力に優れている。

◎上田 達三 氏
会員名：大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市
主な推薦理由：
　多年に渡り、情報通信設備またその建設に関わる
全般の設計・施工・保守等あらゆる業務に従事し、
その蓄積された技術ノウハウは非常に広範囲で、部
門長になってもなお日々自己研鑚に努めている。

◎栁瀬 安志 氏
会員名：協和テクノロジィズ株式会社（関西地方本

部会員）
所在地：大阪府大阪市
主な推薦理由：
　入社以来、作業員経験から始まり技術者として多
年に渡り様々な形態のシステム建設に従事し、情報
通信設備またその建設に関わる技術ノウハウの蓄積
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は非常に広範囲で、部門長代理になってからも率先
して現場に携わり自らの技術を向上させ、自己研鑚
に努めている。

 

［青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰（建設ジュ
ニアマスター）］
◎須藤 直之 氏
会員名：サンワコムシスエンジニアリング株式会社

　　　（関東地方本部会員）
所在地：東京都杉並区
主な推薦理由：
　電気通信設備工事に多く係り、第二種電気工事士、
第一種電気工事士、第一級電気施工管理技士、第 2
種あと施工アンカー施工士、監理技術者資格者証の
取得など自己努力を積み長年にわたって職務の従事
により養った電気通信設備工事の知識技能を有して
おり、優良工場長表彰を 2 回受ける。

◎猪飼 昌史 氏
会員名：大和電設工業株式会社（関西地方本部会員）
所在地：京都府京都市

主な推薦理由：
　入社以来、電気通信エンジニアとして通信機器の
設置工事に携わり、社会の技術改革は日進月歩進歩
する中、自己の技術力の向上を図るため、新機種を
取り扱う為のライセンスの取得や電気通信設備工事
に必要な資格の取得にも努め、常に自己研鑚に努め
ている。

◎松吉 大介 氏
会員名：協和テクノロジィズ株式会社（関西地方本

部会員）
所在地：大阪府大阪市
主な推薦理由：
　入社以来、作業員経験から始まり技術者として多
年に渡り様々な形態の建設施工に従事し、情報通信
設備またその建設に関わる技術ノウハウの蓄積は非
常に広範囲で、係長になってからも率先して現場に
携わり自らの技術を向上させ、自己研鑚に努めている。
 

建設マスター受賞者（左から）坂越氏、石塚氏、栁瀬氏

建設マスター受賞者　上田氏

建設ジュニアマスター受賞者（左から）須藤氏、松吉氏、猪飼氏

式典模様
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認定番号 会員名 所属地方本部 URL 電話番号
0001 大和電設工業㈱ 関西 http://web.d-d-k.co.jp/ 075-672-3311
0002 東日本通信機器㈱ 東北 http://www.hntk.co.jp/ 022-367-4133
0003 富士ネットシステムズ㈱ 関東 http://www.fnsys.co.jp/ 03-5641-1555
0004 東日本通信機器㈱東京営業所 関東 http://www.hntk.co.jp/ 03-5677-3855
0005 石田通信機㈱ 信越 http://ishida-j.com/ 026-241-3555
0006 協立情報通信㈱ 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3433-3141
0007 扶桑電通㈱東北支店 東北 http://www.fusodentsu.co.jp/ 022-225-7586
0008 ㈱大崎コンピュータエンヂニアリング 関東 http://www.oce.co.jp/ 03-3492-0931
0009 タカギエレクトロニクス㈱ 関西 http://www.takagi-ele.co.jp/ 06-6209-0039
0010 田中工業㈱ 関西 http://www.tanaka-kogyo.com/ 078-231-3341
0011 協立情報通信㈱神奈川支店 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 045-228-1611
0012 協立情報通信㈱新宿営業所 関東 http://www.kccnet.co.jp/ 03-3320-3141
0013 北陸通信工業㈱ 北陸 http://www.hokutsu.co.jp/ 076-238-1111
0014 ㈱ベルホン 東海 http://bellhone.co.jp/ 059-226-3344
0015 かがつうシステム㈱ 北陸 http://www.kagasys.co.jp/ 076-238-8383
0016 北信テレネックス㈱ 北陸 http://www.telnex.co.jp/ 076-252-3232
0018 増尾電設㈱ 関西 073-424-3311
0019 旭コムテク㈱ 関西 http://www.asahi-comtec.co.jp/ 06-6784-3100
0020 日興テクノス㈱ 関東 http://www.nikko-technos.com/ 045-761-2441
0021 ㈱ケーネット 関東 http://www.k-net-c.co.jp/ 03-5651-3001
0023 ㈱つうけんアクティブ 北海道 http://www.tcn-web.com/ 011-520-0015
0024 宮川電気通信工業㈱ 関東 http://www.miyakawadentsukou.co.jp/ 043-225-1311
0025 浅川通信㈱ 北海道 http://www.asakawa-t.co.jp/ 011-711-1161
0026 ㈱イオタオーエーシステム 四国 http://www.iotaoa.com 089-958-2360
0027 ㈱レイコム 関東 http://www.laycom.co.jp/ 03-3288-0130
0028 扶桑電通㈱ 関東 http://www.fusodentsu.co.jp/ 03-3544-7271
0030 ㈱ NDS ネットワーク 東海 http://www.nds-g.co.jp/nnk/ 052-321-7920
0031 ㈱宇式通信システム 東海 http://www.ushiki-ts.co.jp/ 054-261-1671
0032 ㈱コムネットシステム 関東 http://www.comnetsystem.co.jp/ 03-5725-8555
0033 和幸電通㈱ 中国 http://www.wako-grp.com/5.html 0852-24-6670
0035 ジェイズ・テレコムシステム㈱ 関東 http://www.telecomsys.co.jp/ 03-3708-1141
0036 日興通信㈱ 関東 http://www.nikkotelecom.co.jp/ 03-5451-1717
0037 ㈱ TTK 東海 http://www.ttk.jp/ 052-931-8811
0039 北陸電々㈱ 信越 http://www.denden.co.jp/ 025-284-2151
0040 三和通信機㈱ 関東 http://www.sanwa-com.co.jp/ 042-368-2222
0041 ㈱日本ビグラッドシステム 北陸 http://www.d1.dion.ne.jp/ ～ beglad/index3.htm 076-267-6000
0042 英工電機㈱ 関東 http://www.eikohdenki.co.jp/ 03-5821-1911
0043 ㈱日本オフィスオートメーション 関東 http://www.nihon-oa.com/ 03-5678-0225
0044 茨城電話工業㈱ 関東 http://www.bellcom.co.jp/ 029-224-2000
0045 ㈱群電 関東 http://www.gunden.com/ 027-224-1681
0046 光通信工業㈱ 九州 http://www.hikari-t.co.jp/ 098-878-5111
0047 ㈱翼通信工業所 関西 http://www.283-t.jp/ 079-224-8233
0048 南海電設㈱ 関西 http://www2.nankai-densetsu.co.jp/ 06-6643-0181
0049 ㈱井口通信 関西 http://www.iguchi-t.co.jp 073-455-3588
0050 三友電子㈱ 東海 http://www.sanyu-ec.co.jp/ 052-532-3151
0051 和光通信工業㈱ 関西 http://www.netwako.co.jp/ 06-6923-1121

LAN認定会員のご紹介

LANの設計・施工に関する技術・知識と実践力を認定する「LAN認定」に10月31日現在で99社の会員企業が認定され
ています
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認定番号 会員名 所属地方本部 URL 電話番号
0052 ㈱栄光システムズ 関東 http://www.eiko-sys.co.jp/ 03-3639-0211
0053 大和通信機㈱ 関東 http://www.daiwanet.co.jp/ 042-324-3211
0054 扶桑電通㈱関西支店 関西 http://www.fusodentsu.co.jp/ 06-6341-7611
0055 神田通信機㈱ 関東 http://www.kandt.co.jp/ 03-3252-7731
0056 加賀テクノサービス㈱ 関東 http://www.kgts.co.jp/ 03-5619-4111
0058 エフビットコミュニケーションズ㈱ 関西 http://www.fbit.co.jp/ 075-672-4111
0059 扶桑電通㈱北海道支店 北海道 http://www.fusodentsu.co.jp/ 011-281-6311
0060 日本テクトス㈱ 関西 http://www.ntect.net/ 078-578-2200
0061 藤井通信工業㈱ 関西 http://www.fujiitsushin.com/ 06-6202-3135
0062 電通システム㈱ 関東 http://www.den-sys.co.jp/ 027-361-3211
0063 ㈱共友通信 東海 052-413-0016
0064 東陽工業㈱ 関東 http://www.com-toyo.co.jp/ 03-5402-6561
0065 新日本通信工業㈱ 北海道 011-271-3883
0066 協和テクノロジィズ㈱ 関西 http://www.kyotec.co.jp/ 06-6363-8833
0067 扶桑電通㈱金沢営業所 北陸 http://www.fusodentsu.co.jp/ 076-231-1288
0068 浅沼通信㈱ 関東 03-3715-6101
0069 日本電話サービス㈱ 関東 http://www.nts-com.co.jp/ 03-3378-7781
0070 ㈱でんでん 中国 086-425-5111
0071 日本通信設備㈱ 関東 03-3862-6451
0072 日興電気通信㈱ 東海 http://www.ndtkk.jp/ 053-439-1125
0073 東邦通信工業㈱ 関東 http://www.toho-tk.com/ 03-5362-5111
0074 ㈱トーエイビジコム 関東 http://www.bijicom.jp/ 03-3438-2421
0075 東邦建㈱ 関東 http://www.tohoken.co.jp 0283-24-5556
0076 ㈲フォーネット通信 北海道 0155-20-2070
0077 ワツコ㈱ 関西 http://www.watuco.co.jp/ 06-6925-5681
0078 扶桑電通㈱岡山営業所 中国 http://www.fusodentsu.co.jp 086-224-3368
0079 ㈲相模電話工業 関東 045-321-9700
0080 大栄電子㈱ 関東 http://www.daieidenshi.co.jp 045-321-8461
0081 ㈱立芝 中国 http://www.tateshiba.co.jp 082-230-3711
0082 土佐通信システム㈱ 四国 088-883-0250
0083 NDS ㈱ 東海 http://www.nds-g.co.jp/ 052-263-2213
0084 オカツウエレクトロニクス㈱ 中国 http://www.okatsuelec.co.jp/ 086-245-4811
0085 サンコムテクノロジ㈱ 関東 http://www.s-tcn.com 03-5924-7051
0086 五十嵐通信機㈱ 関東 http://www.igatsu.co.jp 042-740-2211
0087 ㈱アイ・エヌ・ジー 関西 http://www.ing-osk.com/ 06-6451-5851
0088 三和通信工業㈱ 関西 http://www.santsu.co.jp/ 06-6266-3211
0089 北第百通信電気㈱ 北海道 http://www.kdts.co.jp 011-551-1712
0090 ㈱ジョーエイ 関東 http://www.jouei.co.jp/ 03-3466-1351
0091 三和通信工業㈱東京支店 関東 http://www.santsu.co.jp 03-5840-8101
0092 品田通信電設㈱ 信越 http://www.shinada.com/ 0257-22-0011
0093 ㈲綱島通信 中国 086-463-2244
0094 九州沖通信機㈱ 九州 http://www.kyuoki.co.jp 092-584-5111
0095 ㈱ソルコム 中国 http://www.solcom.co.jp 082-504-3386
0096 ㈲ pcworld 九州 0997-55-0011
0097 クリエイティブリンク㈱ 中国 http://www.creative-link.co.jp 086-903-3040
0098 日本ビジネス機器㈱ 東海 052-503-0528
0099 ㈱ネット・エックス 中国 http://net-x.co.jp/ 082-531-2255
0100 ㈱綜合エンジニアリング 関東 http://soghoeng.co.jp/profile.htm 03-3438-3333
0101 石渡電気㈱ 関東 http://www.idknet.co.jp 03-3271-5151
0102 埼玉アンテナシステム㈱ 関東 http://www.sasc.co.jp/ 048-883-8880
0103 丸登電業㈱ 信越 http://www.maruto.co.jp 0266-23-4833
0104 ㈱カナック・ビジネス・ソリューション 四国 087-813-9003
0105 ㈱三陽電設 関西 http://www.sanyo-densetsu.com/ 06-6349-5511
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■通常会員

◎　会社名　　ダイコー通産株式会社　福岡営業所
　　　　　　　（平成27年9月17日入会）
　　所在地　　福岡県福岡市
　　代表者　　前川　俊樹
　　TEL　　　092-414-3320
　　事業内容　情報通信材料卸販売
　　

◎　会社名　　株式会社ジョウセイシステム
　　　　　　　（平成27年10月26日入会）
　　所在地　　大阪府大阪市
　　代表者　　吹谷　信一
　　TEL　　　06-6939-6221
　　事業内容　PBXの設置、保守、LAN、光ケーブル施工、
　　　　　　　LEDの販売、施工

新会員（平成27年9月1日~平成27年10月31日）
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関東地方本部 〒104-0042
 

東京都中央区入船2-9-5 HKビル5階  TEL 03-5244-9700 kanto@itca.or.jp

信越地方本部 〒950-0031
 

新潟市東区船江町1-55-11 双峰通信工業㈱内 TEL 025-279-5655 sinetsu@itca.or.jp

 

全国地方本部

東海地方本部 〒460-0011
 

名古屋市中区大須4-15-12 福利会館ビル TEL 052-241-1989 toukai@itca.or.jp

北陸地方本部 〒920-0209
 

金沢市東蚊爪町1-9-1 かがつうシステム㈱内 TEL 076-238-8384 hokuriku@itca.or.jp

関西地方本部 〒530-0004
 

大阪市北区堂島浜2-1-25 中央電気倶楽部ビル TEL 06-6341-3488 kansai@itca.or.jp

中国地方本部 〒734-0007
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松山市山越3-15-15 NTT山越北ビル  TEL 089-911-1600 sikoku@itca.or.jp
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福岡市南区井尻4-28-18 九州沖通信機㈱内 TEL 092-592-8881 kyushu@itca.or.jp

東北地方本部 〒980-0821
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札幌市東区北13条東4丁目1番50号 さつでんビル3F TEL 011-733-5005 hokkaido@itca.or.jp

11月になりますと来年のスケジュー
ル帳はどんなものにしようか、他の人は
どんなスケジュール管理をしているの
かと気になり、書き方のマニュアル本も
参考にします。私のスケジュール帳は、
Frixion（フリクション）という消せるペ
ンで書き、ページに付箋を付けて必要
項目がすぐ開けるようにしています。手
書きのアナログ管理も良いですが、本
号の新製品でご紹介していますタブ
レットでのデジタル管理「デジタル野
帳」は、日付ごとにページ管理ができ、
表や図も入れられ手書き入力もできま
す。現場作業の方だけではなく、営業
職やその他部署の方にも業務管理に
便利だと思います。ご興味のある方
は、セミナーに参加してみてください。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　長田修一郎

編集委員
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　山田　恭郎
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通信委員
　青海　宏
　大島　貞保
　輪島　弘也
　貫　　耕三
　渡辺　博明
　上原　昇
　阿部　准定
　佐々木勝夫
　笹原　弘志
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東京メトロ 日比谷線　八丁堀駅徒歩５分
JR京葉線　八丁堀駅徒歩５分


