




役員名簿 組織図

役職名 氏名 　　　　会社名

会　長 中野　一英 （株）NDKCOM

副会長 佐藤　康彦 システムファイブ（株）　 会　 長：平中野一英 （株）NDKCOM　代表取締役

副会長 濵本　浩邦 不動技研工業（株） 副会長：佐藤康彦 システムファイブ（株）　代表取締役

理　事 石橋　洋志 オフィスメーション（株） 副会長：濵本浩邦 不動技研工業（株）　代表取締役

理　事 平　  敏孝 十八ソフトウェア（株）

理　事 須藤　英明 アイティースペース（株） 委員長：平　敏孝 十八ソフトウェア（株）　顧問

理　事 梁瀬　和夫 ケービーソフトウェア（株）   事業及び各種調査の企画、行政への要望、業界の振興に関する事業

理　事 小原　丈治 （株）日本ビジネスソフト　

理　事 濵口　晴樹 扇精光ソリューションズ（株）　 委員長：梁瀬和夫 ケービーソフトウェア（株）　代表取締役

理　事 荒川　早人 富士ソフトサービスビューロ（株） 事務局との連携による本協会運営に関わる事業、広報活動

理　事 平手　秀樹 大新技研（株）　

理　事 荒木　泰道 （株）ユースフル 委員長：佐藤康彦 システムファイブ（株）　代表取締役

理　事 峰松　浩樹 （有）ランカードコム 人材育成、各種研修事業及び技術に関する企画・実施

理　事 土井　幸喜 （株）ドゥアイネット

理　事 三條西 公朋 （株）MHPSコントロールシステムズ 委員長：扇濵口晴樹 扇精光ソリューションズ（株）　取締役 統括部長

理　事 石井　昭弘 エコー電子工業（株） 会員拡大に関する事業(長崎市及び諫早市とその隣接地域、島原半島)

理　事 山口 潤次郎 （株）長崎ケーブルメディア

理　事 荒木　久生 NBC情報システム（株） 委員長：川小原丈治 （株）日本ビジネスソフト　代表取締役

監　事 酒井　良文 （株）PAL構造 会員拡大に関する事業(大村市以北)

監　事 髙木　潤 リコージャパン（株）

委員長：須藤英明 アイティースペース（株）　代表取締役
会員相互及び対外的な交流事業の企画・実施

事務局長：故島利美
事務全般に関する事項

交流委員会

事務局

会長・副会長

企画委員会

総務広報委員会

研修技術委員会

県南拡大委員会

県北拡大委員会

会長挨拶

当協会は、長崎県下の情報産業を中心とした企業が結集した一般社団法人であります。会員をはじめ、

多くの関係者の皆様のご指導とご支援に対し厚く感謝申し上げます。

私ども IT産業の役割はますます高まっており、社会・産業活動のイノベーションを牽引する産業として

欠くことのできない存在となり、その対象もあらゆる分野に拡がり、技術も急速に進歩しています。

これらに対応出来るIT人材の育成が私ども協会の重要な使命であります。当協会では、地域における

IT関連就業者の研修機関として、皆様のニーズに沿ったカリキュラムを企画編成し研修事業を行って

おります。

併せて、国などの種々の助成金に関する情報を検証しつつ、その適用に関して、より安価な費用で受講

ができるように助成金の手続きについて支援を行っております。

研修事業に加え、ＩＴに関連する情報提供や会員企業の共通課題への取り組みも当協会の重要な役割

りであります。ITに関する種々の情報が氾濫する中で、これらをまとめてワンストップ化した情報提供を行

い､ホームページやメールで皆様へお届けするとともに､「情報セキュリティ」、「オープン化・クラウド化」、

「スマートフォン・タブレット端末の活用」といった喫緊の課題にも積極的に取り組んでおります。

今後、「IoT」の利活用推進に取組むとともに、「ビッグデータ分析、人口知能(AI)、ロボット(RPA)」等の最

新技術の活用にも取り組んで参ります。

また、地域IT産業で協力・協調して事業を進めるにあたり、人的交流が欠かすことのできない活動と位

置付け、オープンな交流の場として「ビジネスコラボ会」を開催しております。

当協会では以上のような活動を通して、行政、関係機関や事業者の皆様と連携しながら、情報化社会を

リードするICT技術企業集団として、お客様の情報化を推進し、地域産業の活性化に貢献して参りたいと

考えております。

皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。
中 野 一 英

一般社団法人 長崎県情報産業協会

 



一般社団法人 長崎県情報産業協会

正会員 (五十音順） 　会員企業
アイ・エス・ケー㈱ 095-823-1226 ■ http://www.iskinc.net/ 平成30年4月現在

㈱アイコック 0957-26-6161 ■ http://www.icoc.co.jp

アイティースペース㈱ 095-814-1008 ■ http://www.itspace.co.jp 

㈱アップルドクター 0956-26-5600 ■ http://www.apple-doctor.co.jp 会員企業へのアクセスは、

㈱アドミン 095-800-2027 ■ http://www.admin-n.com/ 協会のホームページからどうぞ。

いさはやコンピュータカレッジ 0957-25-2131 ■ http://www.isahaya-cc.ac.jp 

石田コピーセンター㈱ 095-861-4111 ■ http://itp.ne.jp/shop/KN4200060600000004/

㈱イシマル 095-834-0330 ■ http://www.ishimaru.ne.jp/

㈲永電エンジニアリング 095-848-2400 ■ http://eiden-e.com

エコー電子工業㈱ 0956-23-6221 ■ http://www.g-hopper.ne.jp/ 

㈱MHPSコントロールシステムズ 095-862-0623 ■ http://www.cs.mhps.com/ ㈱十八銀行

㈱NDKCOM 095-824-3511 ■ http://www.ndkcom.co.jp/ 095-824-1818

NBC情報システム㈱ 095-825-1541 ■ http://www.nbcis.co.jp ■ http://www.18bank.co.jp/ 

㈱エル・エス・アイ 095-848-8215 ■ http://www.lsi-nagasaki.co.jp/ 

扇精光ソリューションズ㈱ 095-839-2111 ■ http://www.ougis.co.jp/ ㈱親和銀行

オフィスメーション㈱ 095-822-7201 ■ http://www.nagasaki-om.co.jp/ 0956-24-5111

㈱亀山電機 095-864-7000 ■ http://www.kameyama-grp.co.jp ■ http://www.shinwabank.co.jp/ 

絆データシステム㈱ 0957-27-1600 ■ http://www.kizunadata.co.jp/

九州教具㈱ 0957-53-2177 ■ http://www.q-bic.net/ 西日本電信電話㈱　長崎支店

㈱九州ジャコス 0956-48-8260 ■ http://www.qjacos.co.jp/ 095-816-0089

協和機電工業㈱ 095-848-7788 ■ http://www.kyowa-kk.co.jp/ ■ http://www.ntt-west.co.jp/nagasa  

ケービーソフトウェア㈱ 095-834-4111 ■ http://www.kbsoft.co.jp 

㈱コアワークス 095-843-4050 ■ http://www.core-works.net 日本電気㈱　長崎支店

㈱コミュニティメディア 095-829-5525 ■ http://www.communitymedia.jp 095-827-0133

㈲コラボソフト 095-862-3080 ■ http://www.collabosoft.jp ■ http://www.nec.co.jp/ 

西肥情報サービス㈱　 0956-22-8011 ■ http://www.sains.co.jp/ 

㈱システック井上 095-861-4136 ■ http://www.sys-inoue.co.jp 富士通㈱　長崎支店

システムファイブ㈱ 095-856-6160 ■ http://www.sfk-nga.co.jp/ 095-827-4101

システムリード㈱ 0956-85-4366 ■ http://www.systemlead.co.jp/ ■ http://jp.fujitsu.com/ 

島原ソフトウェア㈱ 0957-64-5550 ■ http://www.shimabara-soft.co.jp/

十八ソフトウェア㈱ 095-824-0018 ■ http://www.18software.co.jp/ 

㈲スカルパシステムサービス 095-844-0013 ■ http://www.scarpa.jp/

㈱スタイルネット 095-818-3855 ■ http://style-net.jp

㈱相武システム 095-849-5722 ■ http://ｗｗｗ.soubu-system.co.jp

㈱宝広告社 095-825-5757 ■ http://www.takarakoukoku.co.jp 

大新技研㈱ 0956-39-1201 ■ http://www.daishin-giken.co.jp/ 

ダイワボウ情報システム㈱　長崎支店 095-829-0266 ■ http://www.pc-daiwabo.co.jp

㈱ディーエスブランド 095-862-4891 ■ http://ds-b.jp/

㈱ディーソルNSP 095-821-4361 ■ http://www.nsp-comp.jp

㈱デュアルキーシステム 095-894-7771 ■ http://dualkey.jp

㈱ドゥアイネット 095-843-8214 ■ http://www.doinet.co.jp/

㈱長崎ケーブルメディア 095-828-0120 ■ http://www.cncm.ne.jp

㈱長崎総合情報センター 095-825-0064 ■ http://www.nsic.co.jp

長崎バス情報サービス㈱ 095-826-1119 ■ http://www.nbis.jp

㈱日本ビジネスソフト 0956-30-7200 ■ http://www.kknbs.co.jp/ 

日本コンピュータ・ダイナミクス㈱　長崎営業所 095-895-9421 ■ http://www.ncd.co.jp

㈱PAL構造 095-862-0601 ■ http://www.pal.co.jp/

㈱ヒューマンウェイブ 0957-49-8088 ■ http://www.human-wave.co.jp

㈱ビーオルグ 095-822-0915 ■ http://www.be-org.co.jp/

㈱ファティマ 095-808-5253 ■ http://www.phatima.co.jp/ 

㈱福岡ソフトウェアセンター 0948-21-1281 ■ http://www.fsc-go.co.jp

富士ゼロックス長崎㈱ 095-822-3330 ■ http://www.nagasakixerox.co.jp/ 

富士ソフトサービスビューロ㈱ 092-432-0066 ■ http://www.fsisb.co.jp

㈱富士通九州システムズ 095-823-5890 ■ http://www.fujitsu.com/jp/group/fqss/

不動技研工業㈱ 095-861-1638 ■ http://www.fudo-giken.co.jp/ 

㈱プロデュースメディア 0957-22-8123 ■ http://www.producemedia.co.jp/ 

㈱ミロク情報サービス　長崎支社 095-820-2833 ■ http://www.mjs.co.jp

㈱メトロコンピュータサービス 095-828-1145 ■ http://www.metrobooks.co.jp 

ユニオンソフト㈱ 095-848-7778 ■ http://www.tatujin.co.jp/ 

㈱ユースフル 095-848-7772 ■ http://www.k-useful.jp/

㈲ランカードコム 095-840-0021 ■ http://www.lancard.com

リコージャパン㈱　長崎支社 095-843-9100 ■ http://www.ricoh-japan.co.jp/

http://www.nagisa.or.jp

特別賛助会員

会員募集案内

知識の普及啓発を行う
ことにより、地域社会の
高度情報化の促進を図
り、もって長崎県におけ
る 経済及び社会の発展
に寄与することを目的と

しています。
　

＊入会については下記
ホームページをご確認
の上、お申込み下さい。

ｈｔｔｐ：//www.nagisa.or.jp
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