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平成３０年度第１回組織委員会模様
■日時：平成３０年４月１９日（木曜日）
１５：００～１７：００
場所：情報通信設備協会 会議室
■出席者
髙橋組織委員長、
木村清高委員、髙瀬委員、金澤委員、清水委員、
塚本幹事、樋川幹事、宮川監事、
■議題
(1)会員増強の取組みについて（37 社）
①入会勧奨のノベルティーについて
(2)ネットワーク機器の保守ツールの具体的な進め方
①ワーキンググループのメンバー選出
②今後の具体的な進め方
(3)ステッカーの有効活用について
(4)その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度第１回委員長会議模様
■日時：平成３０年４月２４日（火曜日）
１３：３０～１４：３０
場所：TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター4 階 会議室(中央区京橋 1-7-1)
■出席者
今井本部長、長谷川副本部長、松山副本部長
塚本教育委員長、
■議題
(1)審議事項
①会員の入退会について
5)平成 30 年度収支予算(案)
②会員拡大に向けた取組みについて
⑥平成 30 年度関東地方本部役員候補者名簿
③会費未納の状況について
⑦平成 30 年度本部役員推薦者名簿について
④平成 30 年度関東地方本部総会担務について
⑧第 277 回関東ベル倶楽部ゴルフコンペ開催に
1）第 63 回定時総会次第
ついて
2）永年勤続表彰式次第
⑨その他
3）懇親会次第
(2)周知事項等
⑤第 63 回定時総会議案について
(3)委員長等活動報告
1）平成 29 年度事業報告
①各委員会からの報告
2）平成 29 年度収支決算報告
②その他
3）監査報告
(4)その他
4)平成 30 年度事業計画(案)
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度第１回幹事会模様
■日時：平成３０年４月２４日（火曜日）
１５：００～１７：００
場所：TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター4 階 会議室(中央区京橋 1-7-1)
■出席者
今井本部長、長谷川副本部長、松山副本部長、塚本教育委員長、
木村（清信）幹事、山本幹事、樋川幹事、能地幹事、
木村(清高)幹事、金澤幹事、島津幹事、
石渡幹事、髙橋(義一)幹事、吉田幹事、
久野監事
■議題
(1)審議事項
①会員の入退会について
5)平成 30 年度収支予算(案)
②会員拡大に向けた取組みについて
⑥平成 30 年度関東地方本部役員候補者名簿
③会費未納の状況について
⑦平成 30 年度本部役員推薦者名簿について
④平成 30 年度関東地方本部総会担務について
⑧第 277 回関東ベル倶楽部ゴルフコンペ開催に
1）第 63 回定時総会次第
ついて
2）永年勤続表彰式次第
⑨その他
3）懇親会次第
(2)周知事項等
⑤第 63 回定時総会議案について
(3)委員長等活動報告
1）平成 29 年度事業報告
①各委員会からの報告
2）平成 29 年度収支決算報告
②その他
3）監査報告
(4)その他
4)平成 30 年度事業計画(案)
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度第２回幹事会模様
■日時：平成３０年５月２４日（木曜日）
１５：５０～１６：００
場所：メルパルク東京 3F 薔薇の間（港区芝公園 2-5-20）
■出席者
今井本部長、長谷川副本部長、松山副本部長、
髙瀬業務委員長、髙橋組織委員長、塚本教育委員長、
木村（清信）幹事、宮川幹事、山本幹事、樋川幹事、能地幹事、
清水幹事、木村(清高)幹事、金澤幹事、島津幹事、
髙橋(義一)幹事、三浦幹事、永島幹事、寺田幹事、
久野監事、吉田監事
■議題
(1)審議事項
①本部長及び副本部長の選定について
②会員の入会について
(2)周知事項等
①平成 30 年度会議等開催予定について
②その他
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度第１回工事担任者資格(AI・DD 総合種)取得研修報告
■日時：平成３０年４月１１日（水曜日）基礎コース
平成３０年４月１２日（木曜日）技術コース
平成３０年４月１３日（金曜日）法規コース
９：００～１７：００
場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：基礎９名 技術４名 法規３名
■報告：：平成 30 年 5 月 27 日に実施されました
第 1 回工事担任者試験の対策講座として「電気
通信工事担任者の会」専任講師により基礎・技
術・法規コースを開催しました。延べ 16 名が
合格に向けて熱心に受講しました。なお、平成
29 年度の第 2 回工事担任者試験の電気通信国
家試験センター全体(全国合計)の合格率は、
DDI が 24.2％、AI・DD 総合種が 24.5％とな
っています。
また、(一財)日本データ通信協会 電気通信
国家試験センターのホームページに、平成 28
年度第 1 回からの全試験問題と解答が掲載され
ますので、今後の受験にお役立てください。

基礎コース模様

技術コース模様

法規コース模様

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度第二種電気工事士 筆記試験受験準備講習会報告
■日時：平成３０年４月２１日（土曜日）～２２日（日曜日）
９：００～１８：００
場所：ENDO 東京ビル 5F ホール(新宿区若葉 1-4-1)
主催：
（一社）日本電気工事士協会
■受講者：３名
■報告：（一社）日本電気工事士協会主催の本研
の惜しみない資料群が毎回大好評です。2 日間
修は、講師自ら毎年最新の実際に出題された試
に亘る講習で、参加者は受験に必要な知識を学
験問題も徹底分析し、過去 10 年以上にも及ぶ
びました。
出題データを事細やかに分析した講師手作り
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度新入社員研修報告
■日時：平成３０年４月１８日（水曜日） ビジネスマナー （社会人、企業人としてのマナー全般）
平成３０年４月１９日（木曜日） 電気通信の基礎 （端末設備の接続、コンピューター）
平成３０年４月２０日（金曜日） LAN の基礎 （ネットワーク）
９：００～１７：００
場所：U-AXIS BCC2 階(中央区入船 2-2-14)
■受講者：ビジネスマナー ８名
電気通信の基礎 ８名
ＬＡＮの基礎
６名
■報告：初日のビジネスマナー研修では、自己紹
報通信の基礎知識を、3 日目は LAN の基礎とし
介から始まり、名刺の使い方、電話の応答など、
て実機研修を行い、確認テストを受けました。熱
社会人としてのマナー全般をロールプレイング
心な受講が続き、最終日に修了証が授与されまし
により修得しました。2 日目は、電気通信の基礎
た。研修で学んだことを活かして各社での活躍が
や端末設備の接続、パソコンでの実機研修など情
期待されます。

島津教育委員の開講挨拶

「ビジネスマナー」名刺交換模様

「電気通信の基礎」研修模様

「ＬＡＮの基礎」研修模様

修了式模様

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度第１回定例講演会報告

協賛：情報通信月間推進協議会

■日時：平成３０年５月３０日（水曜日）
１３：３０～１６：４０
場所：メルパルク東京 4F 孔雀の間（港区芝公園 2-5-20）
■参加者：５２名
■演題：(1)「デジタル時代の通信・ネットワーク市場」
～これから業界で起こる５つのこと～
講師 株式会社リックテレコム
テレコミュニケーション編集部
エディトリアル ディレクター
坪田 弘樹 様
(2)「“ヤマハ”って知っていますか？」
講師 ヤマハ株式会社
音響事業本部 事業統括部
SN 事業推進部 国内営業グループ
主幹
平野 尚志 様
■報告： 第 1 回講演会を港区芝公園のメルパル
ク東京で開催しました。
演題(1)は、「デジタル時代の通信・ネットワ
ーク市場」と題して、AI や IoT など急速に進
歩するデジタル技術を活用しようとする企業
が増えており、ヒトとモノ、モノとモノをつな
ぐ通信・ネットワーク技術の進化について、
「5G」
「IoT 向け通信」「エッジコンピューティング」
など、通信・ネットワークサービスを革新する
5 つのテーマについてご講演をいただきました。
演題(2)は、昨年 7 月にヤマハ㈱様が賛助会員
に入会され、新たに仲間として参加したヤマハ
が何をやっている会社なのか、ヤマハの通信事
業の生まれる背景や歴史、最新製品などについ
てご講演いただきました。
参加者は熱心に耳を傾けられていました。遠
方の県支部では、Web 配信も行いました。

司会の島津教育委員

塚本教育委員長の
開会挨拶

会場風景

㈱リックテレコム
坪田弘樹 氏

ヤマハ㈱
平野尚志

氏

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度東京支部総会・勉強会・懇親会模様
■日時：平成３０年４月１６日（月曜日）
１６：００～１６：３０
総 会 ３F 牡丹の間
１６：４０～１７：１０ 勉強会 ３F 牡丹の間
１７：３０～１９：００ 懇親会 ６F ルミエール
場所：メルパルク東京 （港区芝公園 2-5-20）)
■参加者：総 会５７名
勉強会４５名 東京ソフト株式会社『実用期に入った【音声感情分析】』
～働き方改革や顧客満足度向上への応用実用化へ～
懇親会７０名
■報告：東京支部主催による総会、勉強会、懇親
最後に島津副支部長が閉会の挨拶を述べ、平成
会をメルパルク東京で開催しました。当日は、穏
30 年度東京支部定時総会をすべて終了しました。
やか天候に恵まれて、48 社 57 名の会員が出席い
総会後は、勉強会として東京ソフト株式会社
たしました。
湯元雅史様より『実用期に入った【音声感情分析】
』
総会は、司会の島津副支部長より定数報告と開
について勉強会が行われました。参加者は熱心に
会のことばが述べられ、木村支部長の挨拶、来賓
耳を傾けていました。
のご挨拶を今井関東地方本部長より頂きました。
その後、6Ｆルミエールにて懇親会を開催しま
審議は、木村支部長が議長となり、第 1 号案を木
した。はじめに木村支部長の挨拶、来賓のご挨拶
村支部長、第 2 号案を松山副支部長、監査報告を
に NTT コミュニケーションズ株式会社 第五営業
髙橋監事、第 3 号案、第 4 号案、第 5 号案を木村
本部 第二営業部門 担当課長 加藤三典様、石川
支部長がそれぞれ説明して審議を行いました。第
副支部長の乾杯の音頭により賑やかに懇親会が
5 号案では、役員改選について審議を行い、平成
始まり親睦を深めました。
29 度の役員が再任されました。

総会模様

今井本部長のご挨拶

総会会場風景

東京支部役員

勉強会模様

東京ソフト㈱

湯元氏

勉強会会場風景

6

懇親会模様

司会の髙橋支部監査

木村支部長の挨拶

松山支部役員の中締

懇親会の風景

NTT コミュニケーションズ㈱
加藤三典様の来賓ご挨拶

石川副支部長の乾杯ご発声

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成３０年度第１回茨城県支部勉強会報告
■日時：平成３０年５月１７日（木曜日）
１５：００～１７：３０ 勉強会
場所：茨城県産業会館会議室 中会議室Ｂ (茨城県水戸市桜川 2-2-35)
■参加者：１５名
■研修内容：「公共工事における一般競争入札制度と県の取組について」
平成 30 年 5 月 17 日(木)に、茨城県産業会館
入札上の制度や方式の違い、茨城県の入札参
にて、
「一般競争入札参加制度に関する勉強会」
加申請期間の変更などについて詳細にお話し
を開催致しました。当日は、茨城県土木部監理
いただき、理解を深めました。また、電気通信
課・課長補佐 横須賀 正美 様をお迎えし、茨
工事施工管理に係る技術検定についても触れ
城県における一般競争入札参加制度の概要と
ており、今後の入札参加において、重要な関わ
現状、今後の方向性などをご説明頂きました。
りを持つことがうかがえました。

勉強会模様

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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第６３回関東地方本部総会模様
■日時：平成３０年５月２４日（木曜日）
場所：メルパルク東京 (港区芝公園 2-5-20 )
■報告：関東地方本部の第 63 回定時総会は、5
月 24 日(木)午後 3 時 00 分から東京港区のメルパ
ルク東京 牡丹の間で開催しました。
花園事務局長の定数報告、髙橋義一幹事の開会
挨拶、今井秀昭本部長の挨拶に続いて、関東地方
本部運営規定第 11 条により今井本部長が議長と
なり、第 1 号議案を松山仁副本部長、第 2 号議案

定数

会員数
出席者
委任状

235 名
49 名
102 名

を長谷川浩正総務財務委員長、監査報告を宮川欣
丈監事、第 3 号議案を髙瀬幸雄組織委員長、第 4
号議案を長谷川浩正総務財務委員長、第 5 号議案
を花園事務局長、それぞれ審議を行い滞りなく議
案審議が了承されました。
最後に吉田孝治幹事が閉会の挨拶を行い、第 63
回定時総会をすべて終了しました。

平成 30 年度関東地方本部役員一覧
協会役職
本部長

議事

第 1 号議案
第 2 号議案

平成 29 年度事業報告
平成 29 年度収支決算報告
監査報告
第 3 号議案 平成 30 年度事業計画（案）
第 4 号議案 平成 30 年度収支予算（案）
第 5 号議案 役員選任の件

総会会場風景

議長を務める今井本部長

氏名
今井

（敬称略）

所属支部

秀昭

東

京

神奈川県

勤務先
東邦通信工業㈱

副本部長

長谷川浩正

副本部長

松山

仁

東

京

日本通信設備㈱

幹事

塚本

豊

東

京

㈱レイコム

幹事

島津

正行

東

京

㈱島津商店

幹事

木村

清信

東

京

昭和電設㈱

幹事

髙橋

正和

東

京

神田通信機㈱

幹事

石渡

秀明

東

京

石渡電気㈱

幹事

髙橋

義一

東

京

サンテレホン㈱

幹事

金澤

昇

幹事

髙瀬

幸雄

埼玉県

埼玉アンテナシステム㈱

幹事

山本

裕幹

茨城県

茨城電話工業㈱

幹事

樋川

賢一

茨城県

㈱トキワ

幹事

能地

靖夫

栃木県

東邦建㈱

幹事

木村

清高

群馬県

㈱群電

幹事

清水

久

山梨県

㈱サンテレコム

幹事

宮川

欣丈

千葉県

宮川電気通信工業㈱

幹事

三浦

隆

東

京

トータルコミュニケーションズ㈱

幹事

永島

薫

東

京

㈱町田電話工業

幹事

寺田

栄作

東

京

日本通信機工業㈱

地方監事

久野

武男

東

京

協立情報通信㈱

地方監事

吉田

孝治

東

京

電通工業㈱

東京多摩

日興テクノス㈱

大和通信機㈱
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平成３０年度永年勤続従業員表彰式模様
き 20 年以上勤務し、勤務成績優秀な方々を表彰
するもので、今年度は 12 社 26 名が受賞されまし
た。
協会本部の代理として、関東地方本部の今井本
部長がお祝いの言葉を述べられたあと、受賞者を
代表して、神田通信機株式会社の近藤正臣様に表
彰状と記念品が授与されました。

■日時：平成３０年５月２４日（木曜日）
場所：メルパルク東京 (港区芝公園 2-5-20 )
■報告：平成 30 年度永年勤続従業員表彰式は、
第 63 回定時総会に引続いて、午後 4 時 20 分から
メルパルク東京 牡丹の間で開催しました。
永年勤続従業員表彰は、協会本部の業務運営規
定に基づいて、会員暦 15 年以上の会社に引き続

祝辞を述べる今井本部長

受賞者代表の近藤正臣 氏

平成 30 年度永年勤続従業員表彰者（敬称略、社名 50 音順）
会

員

名

茨城電話工業株式会社
茨城電話工業株式会社

氏

名

塚本

会

員

名

氏

名

サンワコムシスエンジニアリング株式会社

後藤

秀希

美智子

サンワコムシスエンジニアリング株式会社

宮﨑

博央

菊池

勝也

茨城電話工業株式会社

海老澤

英工電機株式会社

齋藤

神田通信機株式会社

小野寺

神田通信機株式会社

滋
隆志

大和通信機株式会社

志茂

毅

電通工業株式会社

坂本

豊

亮

電通工業株式会社

森田

安紀

安田

文孝

電通工業株式会社

井上

正晴

神田通信機株式会社

平野

悦剛

電通工業株式会社

鎌田

昌克

神田通信機株式会社

草薙

立太

日興テクノス株式会社

宇野

利晃

神田通信機株式会社

近藤

正臣

日新電話設備株式会社

古谷

大作

協立情報通信株式会社

坂井

竜一

日新電話設備株式会社

藤縄

禎典

協立情報通信株式会社

小林

直幸

富士ネットシステムズ株式会社

佐々木

裕士

富士ネットシステムズ株式会社

山中

伸一

真

株式会社八洲電業社

古橋

正男

株式会社群電
サンワコムシスエンジニアリング株式会社

小布施
有田

誠

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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平成３０年度定時総会懇親会模様
■日時：平成３０年５月２４日（木曜日）
場所：メルパルク東京 (港区芝公園 2-5-20 )
■報告：平成 30 年度定時総会懇親会は、午後 5
時から東京港区のメルパルク東京 瑞雲の間で
開催しました。
日頃、ご指導ご鞭撻をいただいております総務
省関東総合通信局 情報通信部長の山下朝文様
（代読 電気通信事業課 課長 青山智明様）、
協会本部の大木会長を始め、通信事業者やメーカ
ーなどの関係業界や関係団体のご来賓の皆様や
多数の会員企業の皆様にご出席いただき、第 63
回関東地方本部定時総会後の懇親会を開催いた
しました。
今井関東地方本部長の挨拶、ご来賓の皆様のご
挨拶に続いて協会本部 大輪理事長の乾杯の音頭
によって、賑やかに懇親会が始まり親睦を深めま
した。

懇親会次第 （敬称略）
司会
教育委員長
塚本 豊
本部長挨拶 本部長
今井秀昭
来賓挨拶
総務省関東総合通信局
情報通信部部長
山下朝文 様
情報通信設備協会 大木一夫 様
乾杯
情報通信設備協会 理事長
大輪堅一 様
中締め
副本部長
松山 仁

本部長挨拶
関東地方本部

改善し雇用・所得環境の改善が続く中、働き方改
革等の各種政策の効果もあり景気は緩やかに回
復に向かっておりますが、更なる景気が回復して
行くことを、情報通信業界にとっても大いに期待
したいところであります。
一方、情報通信業界では、スマートフォンや各
種情報端末を活用したサービスの普及、クラウド
サービスの拡大や IoT やビッグデータ・AI・ロボ
ット・5G 等の新サービスのアプリケーションも
広く開発が進められおり、最近では、具体的な商
材として提供されており、会員の皆様の事業拡大
が期待されるところであります。
このような中、関東地方本部は、情報通信端末
などの新技術・新サービスの技術者育成を支援す
るほか、事業環境の変化に対応した職長研修や雇
用管理者研修、自治体の入札と契約制度に関する
研修を開催してまいります。また、財政基盤の健
全化に向けた収益事業としてＩＴＣＡ光コラボ
事業の拡大等、会員皆様の事業拡大を支援するた
めのキャリアや新サービスを扱う会社とのアラ
イアンスの模索を行い、皆様に役立つ数々の施策
を実施してまいります。更に、関連業界との連携
と広報活動の強化に取組むことにより、新規事業
の開拓や技術者の育成、会員増強、組織強化を進
めてまいりますので、皆様方の一層のご指導、ご
鞭撻を心よりお願い申し上げます。
最後になりますが、会員企業の皆様、そして関
係省庁ならびに関係団体、業界の皆様のご発展と、
本日お集まりいただきました皆様のご健勝を祈
念いたしまして、冒頭のご挨拶とさせていただき
ます。本日はありがとうございました。

今井 秀昭

ただいまご紹介を賜りました、関東地方本部の
今井でございます。
さて、今年も、多くのご来賓の方々の出席を頂
き誠に有難うございます。また、会員の皆様にお
かれましては、日頃から協会活動に対しまして、
ご理解とご支援を賜り重ねて御礼申し上げます。
また、先程の総会の席上では、会員企業の 12
社 26 名の方が、20 年の永年勤続表彰を受賞され
ました。20 年の長きに亘りまして、情報通信業界、
延いては日本経済の発展に寄与されたことに本
当に感謝し、皆様のさらなるご活躍をお祈りする
次第でございます。
1990 年のバブル崩壊以降、日本は大変厳しい
経済環境で推移してまいりましたが、企業収益が

今井本部長の挨拶

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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ご来賓挨拶
（一社）情報通信設備協会

会長

大木

一夫

ご紹介をいただきました協会会長の大木です。
関東地方本部の皆様には、日頃より協会活動に多
大なるご尽力をいただいていることに厚くお礼
申し上げます。
さてまだまだ先と思っておりました 2020 東京
オリンピック、パラリンピックもいよいよ 2 年後
に迫り、話題となった新国立競技場もその全景が
はっきりとわかるようになってきました。また、
関連施設をはじめ街中の多くの工事もいよいよ
建物工事から電気や情報通信の設備工事が始ま
ろうとしております。また、東京以外の地方にお
いても、ここ数年のインバウンドの増加や地方創
生事業等によりＩＣＴの活躍の場が広がってお
り、当協会にとって大きな追い風の時を迎えよう
としていると思います。
そのような中、協会はここ数年他企業とのアラ
イアンス、協業ビジネスを推進してまいりました。
具体的にはＮＴＴドコモ様とのオフィスリンク、
シーガイア様との光コラボ、アライドテレシス様、
ヤマハ様とのＬＡＮ、ＷｉＦｉ工事等、皆様の協
力もいただきながら協業ビジネスを推進してき
ました。本年度はこれら協業ビジネスを実りある、
ＷｉｎＷｉｎの世界へと大きく羽ばたかせる年

司会の塚本教育委員長

松山副本部長の中締め

様
であると考えます。関東地方本部は、何と言って
も地方本部最大の、そして日頃より大変活発な活
力ある活動を続けておられる地方本部であり、そ
の成果を大いに期待しているところであります。
情報設備協会としては、今後とも協業ビジネス
のモデルをさらに拡大し、ビジネスパートナーと
して信頼さえる協会を目指していきたいと考え
ておりますので、ご来賓の皆様、ご出席の皆様に
は引き続きのご支援ご協力の程よろしくお願い
申し上げます。

大木会長のご挨拶

大輪理事長の乾杯ご発声

懇親会模様
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展
示
会
報
告
Ｊａｐａｎ ＩＴ Ｗｅｅｋ ２０１８
第７回ＩｏＴ/Ｍ２Ｍ展 春
■日時：平成３０年５月９日（水）～１１日（金）
１０：００～１８：００
場所：東京ビックサイト (東京都江東区有明 3-11-1)
主催：リードエグジビション ジャパン
■報告：「Japan IT Week 2018 春」は、IT 専門
展である「IoT／M2M 展」、「情報セキュリティ
EXPO」、「モバイル活用展」、「Web＆デジタルマ
ーケティング EXPO」、
「データセンター展」、
「通
販ソリューション展」、「ビッグデータ活用展」、
「クラウドコンピューティング EXPO」、
「AI・業

務自動化展」、「店舗 IT ソリューション展」、
「デ
ータストレージ EXPO」、
「ソフトウェア＆アプリ
開発展」の 12 展が同時に開催されました。3 日間
の来場者数はのべ 102,441 名で、各ブースは最新
IT 情報の収集をするため多くの来場者で賑わっ
ていました。

会場入口

㈱ＮＴＴドコモ

ＫＤＤＩ㈱

㈱日立製作所

日本電気㈱
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