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十干十二支（じっかんじゅうにし）でみると2023年は癸卯
（みずのとう）の年。
癸卯は、十干の10番目にあたる癸と、十二支の4番目にあた
る卯の組み合わせで、十干十二支では40番目にあたる組み
合わせです。

「癸(みずのと)」は静かで温かい大地を潤す恵みの水を表し、
十干の最後にあたるため、生命の終わりと新たな生命の成
長という意味 を持っています。また「卯(う)」は穏やかなウ
サギの様子から安全、温和の意味を持ちます。他にもウサギ
のように跳ね上がるという意味があり、何かを開始するのに
縁起がよく、物事が好転する良い年になると言われています。
そのため｢癸・卯(みずのと・う)｣は、今までの努力が実を結
び、勢いよく成長し飛躍するような年だとされています！ 

2023年の干支は「癸•卯(みずのと•う)」です

長野県上田市下之郷乙1077-5　　　　avasys.jp

先進のIT技術と発想で、人とモノと情報がつながる
新しい時代を創造します

人びとを幸せに、
発想と技術で未来をクリエイトする

NISA INFORMATION̶VIEW

NISA 一般社団法人長野県情報サービス振興協会では、

新入会員を募集いたします。
http://www.nisa.or.jp/outline_anai.html

　私たちは、オミクロン株の特性を理解し、原点に立ち返って基本的な
感染対策に取り組み、社会機能を維持しながら新型コロナウイルス感染
拡大の第６波を乗り越えることを宣言します。
　宣言者名　（一社）長野県情報サービス振興協会　会長　神澤鋭二

新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言

 移管、名称・担当者・代表者・住所変更
● NISA代表者変更
■ 南信支部（5月12日付）
 アルティメイトプロジェクト㈱
    　【変更前】　代表取締役社長　松崎　　洋 様
    　【変更後】　代表取締役社長　中村　仁紀 様
■ 北信支部（6月17日付）
 ＮＴＴ東日本
    　【変更前】　長野支店 支店長　　　　　　　 榎本　佳一 様
    　【変更後】　代埼玉事業部 長野支店 支店長　茂谷　浩子 様
■ 中信支部（6月23日付）
 カタバミ・マネジメント・サービス㈱
    　【変更前】　代表取締役社長　田村　嘉章 様
    　【変更後】　代表取締役社長　丸茂　　覚 様

● NISA担当者役職名変更
■ 北信支部（7月1日付）
 ㈱インテージテクノスフィア
    　【変更前】　データビジネステクノロジ－ユニット
    　　　　　　商品情報部　部長　　　　　　　　  吉江　安史 様
    　【変更後】　データビジネステクノロジー本部
    　　　　　　商品マスタービジネス推進部　部長　吉江　安史 様

●NISA担当者変更
■ 北信支部（10月1日付）
 リコージャパン㈱長野支社
    　【変更前】　ソリューション営業部　部長　川浦　一彦 様
    　【変更後】　ソリューション営業部　部長　山崎奈男東 様

●NISA会員住所変更
■ 北信支部（8月13日付）
 東芝デジタルソリューションズ㈱
    　【変更前】　〒380-0921　長野市大字栗田1005番地
    　　　　　　　　　　　　  大成コートワンビル５Ｆ
    　【変更後】　〒380-0921　長野市大字栗田2135番地
    　　　　　　　　　　　　  大成コートワンビル５Ｆ
■ 北信支部（8月13日付）
 日本電気㈱
    　【変更前】　〒380-0921　長野市大字栗田911番地-１
    　　　　　　　　　　　　  イーストゲート長野Ｆ
    　【変更後】　〒380-0922　長野市七瀬３番地２
    　　　　　　　　　　　　  イーストゲート長野 

はじめまして！新会員ですメンバーズ情報
■ 北信支部（2023年1月1日付）
 ㈱アプリック  https://aplic.co.jp/
 住所：〒380-0823　長野市南千歳1丁目12-7 新正和ビル2F
 TEL：026-229-0345　FAX：026-229-0346
 代表者：代表取締役　塩原　正也 様
　NISA担当者：システム部 部長　藤沢　大介 様

詳しくは…
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一般社団法人長野県情報サービス振興協会　会長　神　澤　鋭　二

年 頭 の ご 挨 拶

　明けましておめでとうございます。皆様方におかれまして
は輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。また、
旧年中は、ＮＩＳＡの活動に対し、多大なるご支援・ご協力
を賜り心より御礼申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルスの影響で停滞していた社会・
経済活動が動き出す一方で、ロシア・ウクライナ情勢の深
刻化や円安の急激な進展、資源・原材料の高騰など、予

測不能な事態が次 と々発生する不確実性に満ちた年となり
ました。
　いま多くの産業で進んでいるＤＸは、社会に様々な変化
をもたらしているとともに、情報サービス産業のあり方にも
大きな影響を与えています。また、ＳＤＧｓへの対応や脱炭
素社会・ゼロカーボンの実現に向けたＧＸ（グリーン・トラ
ンスフォーメーション）にデジタル技術が活用されるなど、

情報サービス企業に対する期待や求められる技術は大きく
変化しています。
　当協会（ＮＩＳＡ）は、長野県内の情報サービス産業の
健全な発展と産業の情報化を推進し、地域社会の活性化
に貢献することを目的としています。新型コロナウイルスやＤ
Ｘがもたらした社会や価値観の変化の中で、我々の目的を
実現し、情報サービス産業が持続的に成長していくためには、
これまでのような情報化支援はもちろんのこと、現状にとら
われない広い視野と高い視点を持ち、様々な関係者と協力
して、新たな価値創造に向けた取り組みを進めていくことが
不可欠です。我々情報サービス企業は、変化する社会や顧
客ニーズにあわせて自らを変革する「自己変革力」が今ま
さに求められています。自らのビジネスモデルの変革に挑戦

し、ＤＸの担い手としての存在感を高めていかなければなり
ません。
　長野県では、新たなビジネスモデルの創出やＩＴ人材の
育成を進めるため、「信州ＩＴバレー構想プロジェクト共創
ネットワーク」を発足させ、信州ＩＴバレー構想実現に向け
た取り組みを加速させています。このような活動・事業も含め、
県内企業のＤＸ推進の支援、セミナー・講演会の開催、
人材開発事業など、今年も様々な取り組みをＮＩＳＡ会員
企業の皆様とともに積極的に進めていきたいと考えておりま
す。引き続きご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
最後になりますが、ＮＩＳＡ会員各社の益々のご発展と社員
の皆様のご多幸、ご健勝を祈念申し上げ、新年の挨拶とさ
せて頂きます。

持続的成長に向けた
 変革と取り組みの更なる推進

年頭のご挨拶・会員企業紹介

北 信 支 部

東 信 支 部

㈱アプリック
石田通信機㈱
㈱いとう
㈱インテージテクノスフィア　長野事業所
NECソリューションイノベータ㈱　長野支社
㈱ＮＴＴデータ信越
オリオンシステム㈱
カシヨ㈱
㈱ケイケンシステム
㈱シー・エス・イー　長野支社
㈱システックス
炭平コンピューターシステム㈱
使えるネット㈱
㈱テクネット
㈱電算
㈱TOSYS
トッパン・フォームズ㈱　長野営業所
㈱長野県協同電算

㈱日本オープンシステムズ　長野事業所
八十二システム開発㈱
東日本電信電話㈱　長野支店
㈱ビー・クス
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱
㈱ライフシード
リコージャパン㈱　長野支社
㈱ロゴス

アネックスインフォメーション㈱
㈲イージーコンプ
上田エレクトロニクス㈱
㈱上田ケーブルビジョン
エプソンアヴァシス㈱
㈱ガリレオ
コードアカデミー高等学校
㈱システムプラン
㈱ズー
ダイイチ㈱

㈱テクニカルイン長野
㈲デザインルームエム
長野大学　企業情報学部
㈱パスカル
㈲ハルタ
マリモ電子工業㈱
㈱三越総研
㈱みすず綜合コンサルタント

㈱アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン
アルゴジャパン・イーエス㈱
カタバミ・マネジメント・サービス㈱
キッセイコムテック㈱
キャッスルコンピューター㈱
TIS長野㈱
鍋林㈱
ネクストリンクス㈱
ヒューマンエンジニアリング㈱
富士コムテック㈱
㈱マイクロテック　松本事業所
㈱マイネットシステム

SCSK Minoriソリューションズ㈱

㈱アイテク
アルティメイトプロジェクト㈱
イー・ジーシステム㈱
エルシーブイ㈱
㈱サンセイコンピュータシステム
(同)ジェーシーエム
長野システム開発㈱
長野日本ソフトウエア㈱
㈱ビットコネクト
丸登電業㈱

エプソン情報科学専門学校（学校法人エスイー学園）
VAIO㈱
東芝デジタルソリューションズ㈱　長野支店
日本電気㈱　長野支店
富士通㈱　長野支社

中 信 支 部

南 信 支 部

賛 助 会 員

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

須坂市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

長野市

上田市

上田市

上田市

上田市

上田市

上田市

上田市

上田市

上田市

上田市

上田市

上田市

上田市

佐久市

佐久市

上田市

上田市

上田市

松本市

松本市

松本市

松本市

松本市

松本市

松本市

松本市

松本市

松本市

松本市

松本市

松本市

喬木村

諏訪市

諏訪市

諏訪市

下諏訪町

岡谷市

上伊那郡宮田村

諏訪市    

諏訪市

岡谷市

諏訪市

安曇野市

長野市

長野市

長野市

https://aplic.co.jp/

http://www.ishida-j.com/

https://www.itoh.co.jp/

https://www.intage-technosphere.co.jp/

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/

https://www.nttdata-shinetsu.co.jp/

http://www.orionsystem.co.jp/

http://www.kashiyo.com/

https://www.keiken.com/

https://www.cseltd.co.jp/

http://www.systex.co.jp/

http://www.scsc.co.jp/

https://www.tsukaeru.net/

https://www.tecnet.co.jp/

https://www.ndensan.co.jp/

http://www.tosys.co.jp/

https://www.toppan-f.co.jp/

http://www.naganoken-kyododensan.jp/

https://www.jops.co.jp/

https://www.82sys.co.jp/

http://www.ntt-east.co.jp/nagano/

https://viex.co.jp/

https://www.fujifilm.com/fb/

https://life-seed.co.jp/

https://www.ricoh.co.jp/

https://www.logos.co.jp/

http://www.annex-info.co.jp/

http://com-p.jp/

http://www.electro.co.jp/

http://www.ucv.co.jp/

https://avasys.jp/

http://www.galileo.co.jp/

https://www.code.ac.jp/

https://www.systemplan.co.jp/

https://www.zoo.co.jp/

http://www.dai1.jp/

https://tin-nagano.co.jp/

http://www.d-emu.co.jp/

https://www.nagano.ac.jp/

https://www.pascal.ne.jp/

https://www.webharuta.com/

https://marimo-el.co.jp/

https://e-misuzu.com/

https://www.a-i-d.co.jp/

http://www.algojapan.co.jp/

https://www.katabami-management.com/

https://www.kicnet.co.jp/

http://castlecomputer.co.jp/

https://www.tis-n.co.jp/

https://www.nabelin.co.jp/

http://www.nextlinks.co.jp/

https://www.h-eng.co.jp/

http://www.fjcomtec.co.jp/

http://www.microtech.co.jp/

https://www.mynet-system.co.jp/

https://www.minori-sol.jp/

https://www.itek.co.jp/

https://www.upc.co.jp/

https://www.egsystem.co.jp/

https://www.lcv.jp/

https://www.sacs.co.jp/

https://jcm-nagano.com/

https://www.naganosd.com/

http://www.nnsk.co.jp/

http://www.bit-connect.co.jp/

http://www.maruto.co.jp/

https://www.se-gakuen.ac.jp/

https://vaio.com/

http://www.toshiba-sol.co.jp/

https://jpn.nec.com/

https://www.fujitsu.com/jp/

2 0 2 3 年  今 年 も よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。

本年も引き続き、ご支援ご鞭撻のほど、
よろしくお願い申し上げます。
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株式会社 NTTデータ信越
本社／〒380-0904 長野県長野市七瀬中町161-1
 ハーモニー七瀬ビル本館2階
支店／新潟支店 ・ 東京支店

https://www.nttdata-shinetsu.co.jp/



長野● 長野市中御所1-16-18 藤栄中御所ビル
 TEL.026-227-8353　FAX.026-227-8318
東京● 中央区銀座1-15-7 MAC銀座ビル3F
 TEL.03-3518-2185　FAX.03-3518-2186

スーパー銭湯向けパッケージ

ゴルフ場向けトータルパッケージ

総合ホテル業向けパッケージ

信州ITバレー推進協議会からのお知らせ ANIA京都大会報告

　３年ぶりにＡＮＩＡ全国大会が京都にて開催されました。
　今回長野からは　神澤会長・渡辺専務理事・村田副会長・小職の４
名の参加でした。
　総会・懇親会がホテルグランビア京都にて盛大に行われました。
　総会は約300名弱が参加し、総会に続き、基調講演（現地）㈱スクウェ
ア・エニックスＡＩ部ジェネラルマネージャー　三宅洋一郎様が「ゲーム
ＡＩとスマートシティ＝メタバース」と題して、特別講演を（国会開会中
のためビデオ参加）前デジタル大臣、衆議院議員　牧島かれん様が「日
本のデジタル政策について～デジタル大臣としての10か月を振り返り
～」と題して講演されました。
　その後、長谷川会長の挨拶で懇親会が行われました。

　信州ITバレー構想実現の加速化に向けて、信州ITバレー推進協議会
（NIT）に新組織として「プロジェクト共創ネットワーク」が発足しました。
本ネットワークは、NITの枠組みを活用することで、民間企業の皆様が
相互に情報を共有しあい、その結果、プロジェクトが順次立ち上がって
いくことを目指すもので、県内IT企業の受託型から開発・伴走型への
転換による高収益化や更なるIT人材・企業の集積を図っていきます。
　当面は、テーマごとに設けられた６つの部会（オープンイノベーショ

ン部会、地域DX推進部会、グローバル部会、IT企業誘致部会、ファ
イナンス部会、ライフスタイルデザイン部会、GX部会も検討中）での
活動を予定しています。（今後、各部会への参加企業の募集等を行います）
立ち上がったプロジェクトについては、コンソーシアム活用型ITビジネ
ス創出支援事業等と連動させながら、高付加価値のビジネスに繋がるよ
う支援してまいります。
　皆様の本ネットワークへのご参加を心よりお待ちしております。

第43回全情連大会「ANIA京都大会」開催信州ITバレー構想
「プロジェクト共創ネットワーク」が発足しました

キックオフイベント（令和4年11月9日（水）軽井沢町）
共創ネットワーク参加者、軽井沢周辺に在住する経営者・IT系企業関係者・

クリエイティブ人材と長野県との意見交換・交流の場「軽井沢NAGANOサロン」
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優秀賞
＜一般社団法人長野県情報サービス振興協会＞

2022年度委員会報告

　　恒例のひろげよう情報モラル・セキュリティコンクールをIPA主催の
下、長野県警、長野県インターネットプロバイダ防犯連絡協議会、長野県
青少年インターネット適正利用推進協議会、並びにNISAが協賛して作品
を募集しました。
　今年もコロナ感染拡大の影響でオンラインによる選考となりましたが、
標語部門では、南木曽町立南木曽中学校１年松原日向姫さん、ポスター部
門では、長野県駒ケ根工業高等学校３年藤原彩斗さん、４コマ漫画部門で
は、上田市立塩田中学校２年村瀬七虹さんが優秀賞に選ばれました。
　受賞者には、NISAから賞状と副賞が贈られ、各学校ごとに表彰が行わ
れます。

対外交流委員会
「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」2022

南信支部支部長　原田 英寿

　信州ITバレー構想の実現に向け、県内企業のIT人材育成を目的とし
て、長野県からの委託を受け１０月から1月にかけて長野市・松本市で計４
回の講習会と１回のフォローアップを開催しました。
　３年目の最終年度となる今年は「DX実践のためのPC体験実習・ＤＸ講
習会」題して、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）実践の推進に有
用なローコード開発の体験実習を行うとともに、ＤＸの基本概念等を自社
ビジネスにおいて実現するためのモデルについて学習しました。講習は県
内各企業、団体等から100名を超える応募があり、座学だけではなくグ
ループ演習を通じて理解を深めました。

人材開発委員会
長野県企業内IT人材育成講習（長野県委託事業）

南信支部支部長　原田 英寿

　2022年12月7日（水）の東信地区開催の理事会の後に、事業開発員会
主催のNISA経営セミナーをオンラインハイブリッドで開催しました。
　DXは社会にさまざまな変革をもたらしており、情報サービス産業のあ
り方にも大きな影響を与えています。
　従来の、ユーザ企業の求めに応じた情報システムをいかに正確に構築
するか、というスタンスではユーザ企業のDX推進を支援できないのが現
状です。
　そこで、講師に株式会社ソシオラボ代表取締役中川 郁夫 氏を迎え今後
の生き残りをかけ、情報サービス企業自身がどう変革して行くのか、目指
すべき未来の姿などについて解りやすく、等身大でお話していただきまし
た。

【講師】中川 郁夫 氏
～変化をチャンスに～デジタルテクノロジーが社会に与えるインパクトを
独自視点で分析し、未来志向の事業創造を手掛ける。最近は、DeruQuiを
立ち上げ、Z世代の若手人材の発掘~成長・挑戦の機会づくりに取り組む。
●博士 （情報理工学）　●株式会社ソシオラボ, 代表取締役
●株式会社ジンテック, 未来ビジネス アドバイザー
●一般社団法人DeruQui, 発起人 & 理事
●大阪大学, 招へい准教授
●高岡市, DX推進アドバイザー　●杉並区, デジタル戦略アドバイザー
●Tクラウド研究会, 発起人・幹事

事業開発員会
NISA経営セミナー

南信支部支部長　原田 英寿

藤原 彩斗さん
長野県駒ケ根工業高等学校 3年

ポスター部門

　信州未来アプリコンテスト0が11月26日（土）に「未来につなぐ、地球に
優しくなれるアプリ」をテーマに長野市のシソーラスDXセンター＋zoom
＋YouTubeライブ配信で開催されました。
　応募件数は94件で、県内はもちろん東京・茨城・神奈川・愛知・新潟など
から応募があり書類審査により出場組数は16組でした。
　不破審査委員長ご挨拶のあと、審査員・協賛団体紹介、ルール説明と続
き各チームのプレゼンテーションに入りました。

【審査結果】
最優秀賞（全部門を通じて最も優秀な発表者）

松本市立菅野小学校　黒崎　遥（12歳、長野県）
「節水マスター」

U12優秀賞（U12部門で最も優秀な発表者）
馬区立泉新小学校　三澤　康太郎（8歳、神奈川県）

「SAVE THE "Planetary"」
U18優秀賞（U18部門で最も優秀な発表者）

新島学園高等学校2年　北原　由翔（17歳、長野県）
「EarthConservationSimulator」

U29優秀賞（U29部門で最も優秀な発表者）
トライデントコンピュータ専門学校

（株）朝早く登校しないと安心できない（20歳、愛知県）
「虫ゃ虫ゃ」

審査員特別賞（全部門を通じて特に優秀だった発表者）
信州大学大学院　コチル（24歳、長野県）

「てまぽい」
特別賞
あいおいニッセイ同和損保賞（もっとも地球にやさしいと印象に残る発表
を行った発表者）

茨城県立水戸工業高等学校　平戸　彩音（17歳、茨城県）
「災害情報-信頼度分析ツールの研究」

Thesaurus賞（全部門を通じて最も攻めた発表を行った発表者）
上越教育大学附属小学校　K&K（ケーアンドケー）（11歳、新潟県）

「みんなで作る世界問題タイピングゲーム」
アソビズム賞（全部門を通じて最も遊び心にあふれた発表者）

新潟県長岡工業高等専門学校　SPOST
「SPOST」

「起業家甲子園・万博」への出場（U18、U29が対象）
トライデントコンピュータ専門学校

（株）朝早く登校しないと安心できない（20歳、愛知県）
「虫ゃ虫ゃ」

「TECH KIDS GRABO PRIX2022」の挑戦権（U12が対象）
松本市立菅野小学校　黒崎　遥（12歳、長野県）

「節水マスター」
【特別企画】　ステップアッププロジェクトの説明
講師:株式会社アソビズム　阿部正寛　依田大志
12月3日から始まるステップアッププロジェクトの説明と昨年度のブース
トプロジェクトの振り返り。その他にも横町ラボの館内の様子やアクセス
なども案内いただいた。

人材開発委員会
信州未来アプリコンテスト０

南信支部支部長　原田 英寿

　中信支部と南信支部合同で「NISA中南信支部合同ボウリング大会」を
2022年11月9日（水）に松本市アピナボウル松本城山店で開催しました。 
　コロナ禍でのボウリング大会ということで、感染対策には注意して開催
を計画したところ、会員企業14社で84名参加の過去最大規模の大会とな
りました。 
　対戦ルールは、1チーム3名で2ゲーム戦を行い、女性は1ゲーム20点の
ハンディキャップとしました。 
　コロナ禍ではありましたが、日頃の運動不足解消も兼ねて楽しい時間
を 過ごすことができました。 

会員交流イベント
NISA中南信支部合同ボウリング大会

南信支部支部長　原田 英寿

----------------------------------------------------------------------------------- 
【個人戦結果】 
優　勝 加納　葵さん　（鍋林） スコア ： 472ピン 
準優勝 伊藤　直人さん（鍋林） スコア ： 397ピン 
３　位 里見　敬太さん（AID）  スコア ： 377ピン 
----------------------------------------------------------------------------------- 

【チーム戦結果】 
優　勝  VAIO スコア ： 1082ピン 
準優勝 鍋林① スコア ： 1058ピン 
３　位 キッセイコムテック① スコア ： 0929ピン 
----------------------------------------------------------------------------------- 

村瀬 七虹さん
上田市立塩田中学校 2年

4コマ漫画部門

松原 日向姫さん
南木曽町立南木曽中学校 1年

標語部門
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『DX思考で捉える構造変化と
　　情報サービス産業の生き残りを考えるヒント』

〒386-0012  上田市中央 6-12-6　http://www.ucv.co.jp/
0120-160-074

安全・高品質なサービスを光回線で提供します有限
会社
〒386-0005 長野県上田市古里1487
TEL:0268-25-1172  FAX:0268-25-1173

県下
初！DX人財を育てます。

2年後のあたなの会社のために。

伝わる情報デザインを目指して。

captain@d-emu.co.jp    www.facebook.com/designemu

電教事業部

販売促進の創造的思考・デザイン制作会社̶感動から生まれる、情報デザイン。

2023年4月より、当社電教事業部はNBL長野ビジネス外語カレッジにて
県下初のDX人材育成「webマーケティングコース」の講師としてスタートします。
また、当社電網・電翔事業部と電宝・電経事業部はwebによる新事業もSTART！
常に世の中の羅針盤として、US.UXを念頭に置きcommons（共の価値）を考え
ユーザーサクセスに努めてまいります。

www.d-emu.co.jp
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十干十二支（じっかんじゅうにし）でみると2023年は癸卯
（みずのとう）の年。
癸卯は、十干の10番目にあたる癸と、十二支の4番目にあた
る卯の組み合わせで、十干十二支では40番目にあたる組み
合わせです。

「癸(みずのと)」は静かで温かい大地を潤す恵みの水を表し、
十干の最後にあたるため、生命の終わりと新たな生命の成
長という意味 を持っています。また「卯(う)」は穏やかなウ
サギの様子から安全、温和の意味を持ちます。他にもウサギ
のように跳ね上がるという意味があり、何かを開始するのに
縁起がよく、物事が好転する良い年になると言われています。
そのため｢癸・卯(みずのと・う)｣は、今までの努力が実を結
び、勢いよく成長し飛躍するような年だとされています！ 

2023年の干支は「癸•卯(みずのと•う)」です

長野県上田市下之郷乙1077-5　　　　avasys.jp

先進のIT技術と発想で、人とモノと情報がつながる
新しい時代を創造します

人びとを幸せに、
発想と技術で未来をクリエイトする

NISA INFORMATION̶VIEW

NISA 一般社団法人長野県情報サービス振興協会では、

新入会員を募集いたします。
http://www.nisa.or.jp/outline_anai.html

　私たちは、オミクロン株の特性を理解し、原点に立ち返って基本的な
感染対策に取り組み、社会機能を維持しながら新型コロナウイルス感染
拡大の第６波を乗り越えることを宣言します。
　宣言者名　（一社）長野県情報サービス振興協会　会長　神澤鋭二

新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言

 移管、名称・担当者・代表者・住所変更
● NISA代表者変更
■ 南信支部（5月12日付）
 アルティメイトプロジェクト㈱
    　【変更前】　代表取締役社長　松崎　　洋 様
    　【変更後】　代表取締役社長　中村　仁紀 様
■ 北信支部（6月17日付）
 ＮＴＴ東日本
    　【変更前】　長野支店 支店長　　　　　　　 榎本　佳一 様
    　【変更後】　代埼玉事業部 長野支店 支店長　茂谷　浩子 様
■ 中信支部（6月23日付）
 カタバミ・マネジメント・サービス㈱
    　【変更前】　代表取締役社長　田村　嘉章 様
    　【変更後】　代表取締役社長　丸茂　　覚 様

● NISA担当者役職名変更
■ 北信支部（7月1日付）
 ㈱インテージテクノスフィア
    　【変更前】　データビジネステクノロジ－ユニット
    　　　　　　商品情報部　部長　　　　　　　　  吉江　安史 様
    　【変更後】　データビジネステクノロジー本部
    　　　　　　商品マスタービジネス推進部　部長　吉江　安史 様

●NISA担当者変更
■ 北信支部（10月1日付）
 リコージャパン㈱長野支社
    　【変更前】　ソリューション営業部　部長　川浦　一彦 様
    　【変更後】　ソリューション営業部　部長　山崎奈男東 様

●NISA会員住所変更
■ 北信支部（8月13日付）
 東芝デジタルソリューションズ㈱
    　【変更前】　〒380-0921　長野市大字栗田1005番地
    　　　　　　　　　　　　  大成コートワンビル５Ｆ
    　【変更後】　〒380-0921　長野市大字栗田2135番地
    　　　　　　　　　　　　  大成コートワンビル５Ｆ
■ 北信支部（8月13日付）
 日本電気㈱
    　【変更前】　〒380-0921　長野市大字栗田911番地-１
    　　　　　　　　　　　　  イーストゲート長野Ｆ
    　【変更後】　〒380-0922　長野市七瀬３番地２
    　　　　　　　　　　　　  イーストゲート長野 

はじめまして！新会員ですメンバーズ情報
■ 北信支部（2023年1月1日付）
 ㈱アプリック  https://aplic.co.jp/
 住所：〒380-0823　長野市南千歳1丁目12-7 新正和ビル2F
 TEL：026-229-0345　FAX：026-229-0346
 代表者：代表取締役　塩原　正也 様
　NISA担当者：システム部 部長　藤沢　大介 様

詳しくは…
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