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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

アイホン株式会社　国内営業本部
本部長　吉澤 誠

IoTビジネスアライアンスを推進し
ソリューション提案活動を積極展開

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申
しあげます。また、会員の皆様におかれましては、
業界の発展のために積極的な活動をされ大きく貢
献されましたことを心より敬意を表しますととも
に深く感謝申しあげます。

さて、昨今の経済におきましては、雇用情勢・
所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあ
り、緩やかな回復が続くことが期待されます。一
方で、米国や欧州の政治動向やそれに伴う金融市
場の動向・通商政策等の不確実性が国内景気に悪
影響を与えることも懸念され、楽観視できない状
況が続くものと見られます。

しかし一方、本格的な IoT 時代の到来で、情報
通信業界を中心に無限のビジネスチャンスも生ま
れてきています。重要なポイントは、ひと・モノ・
環境などあらゆる情報がデジタル化されることで
す。今まで、あまり活用されていなかったデータ
がデジタル化され、ネットワークに繋がることで、
さまざまな新しい価値創出に使われるようになり
ました。

まさに我々が提供すべきは「モノ」ではなく、
ソリューションに繋がる「コト」です。企業間の
協業も「コト（付加価値）」を完成させるためで
あり、「モノ」を複数にするためではありません。

このような環境の中、私どもといたしましても、
貴協会、そして社会に少しでも貢献が出来るよう、
各分野でのアライアンスを推進し、市場ニーズを
捉えたソリューション商品を各市場に対して提案
してまいります。
　住宅市場では、家電メーカー様や錠前メーカー
様、インターネットサービスプロバイダー様との
プロジェクト協業により、「共働き世帯でも安心
して子育てできる家」をテーマにした安心なマ

ンションライフを実現する集合住宅向け IoT ソ
リューションシステムのご提案を開始しました。

また介護市場向けには、介護事業者様の企画に
参画させていただき、パートナー 4 社による介護
施設向け IoT ソリューションシステムをリリース
しました。

このシステムによって、記録入力や確認、ナー
スコール対応、ご入居者様の状態把握が全て 1 台
のスマートフォンに集約され、大幅な業務効率化
を実現することが可能となりました。

さらに病院市場におきましては、GPS（位置情
報）や顔認証機器とのシステムアライアンスを構
築し、患者様が病室から出た時点でナースコール
を呼び出したり、出入口に近づくと映像とお名前
をナースコールやスマートフォンに知らせたり、
入院患者様の離棟・離院対策へのソリューション
をご提案しています。

またベッドメーカー様の、睡眠状態や心拍数を
計測できる機器とのシステム連携により、患者様
の起き上がり／離床動作、心拍数や呼吸数の変化

（一定値に達した時点）をナースコールに連動で
きるようになりました。容体急変の予兆を看護師
様へ事前に通知することで、早期の対処が可能に
なります。

弊社が取り組む企業協業の事例を幾つかご紹介
させていただきましたが、今後も、お客様のお困
りごと解決に繋がるインターホンやナースコール
を目指して製品開発ならびに他社連携を進めて参
ります。

最後になりますが、貴協会の益々のご発展をご
祈念申し上げますとともに、一層のご指導、ご鞭
撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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地方本部だより

■石川エリア【すし編】
石川に訪れた観光客に食べたいものを聞けば、「す

し」と答える人は多いでしょう。
「石川のすし」は豊かな自然と歴史が育んだ、魚・米・
水・技の「四位一体」が織りなす「食の芸術品」です。

石川は年間消費額が全国トップクラスとなるほど
「鮨好き」の県です。

回転寿司業界では東の札幌、西の金沢と呼ばれる
くらいにこの両都市は横綱といってもいいほどレベ
ルが高いんです。

そんな回転寿司王国・金沢で “ 御三家 ” と評され
るのが、「金沢まいもん寿司」「もりもり寿し」「すし
食いねぇ！」です。TV では、「金沢まいもん寿司」
が多く放映されていますが、私は「もりもり寿し」
派です。こちらは、金沢回転寿司の元祖 ･ 行列店と
言っても過言ではありません。平日昼の開店直後か
ら長蛇の列が付く金沢駅前店は、近江町市場内にあ
る近江町店同様、海外や県外からの客が中心で全国
の食通からも注目されています。のどぐろやガスエ
ビ、白エビなど北陸を象徴するネタを盛り合わせた
セットや、ホタルイカの黒造りや沖漬けなどひねり
の利いた軍艦などを揃えていて、安定感抜群の回転
寿司屋です。

■石川エリア【カレー編】
石川県金沢市のご当地カレーといえば “ 金沢カ

レー ” が有名です。最近は金沢カレーも全国区にな
り、あちこちで食べられるチェーン店も多くなって
きました。俗に言う金沢カレー御三家（カレーのチャ
ンピオン、ゴーゴーカレー、カレーの市民アルバ）
は特に有名です。

ステンレス皿を使い、カレーソースの上にキャベ
ツと豚カツがのっていて、男性のような力強さを持っ
ています。

そんななか、2015 年に “ 金澤カレー ” という新し
いスタイルのご当地カレーが誕生しました。
「金沢らしさとは何か？」を考え抜いた店主が作り
上げる “ 金澤カレー ” は、健康的なやさしい味わいで、
女性のような繊細さを持つカレーです。従来の “ 金
沢カレー ” とは対照的な一皿です。一度、食べてみ
て下さい。

■富山エリア【鱒寿し編】
江戸時代から愛され続けてきている、富山の「ま

すのすし」。青い竹の葉に包まれ、開けるとピンク色

2015年3月14日より北陸新幹線が開通し、今もノリに乗っている北陸エリア！
実は北陸は海の幸にも山の幸にも恵まれたグルメエリアでもあるんです。
今回は、そんな北陸に旅行した際には絶対に食べてほしい！　と、私が実際に食べ歩いたグルメの中より安く
て！　美味しい！　庶民的な　ご当地グルメをご紹介します。

北陸ご当地グルメ旅
一般社団法人 情報通信設備協会 北陸地方本部

事務局長　指江　雅夫

お寿司

カレー①

カレー②
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のすしが一面にぎっしりと詰められていて、とって
も色鮮やかです。県外では駅弁やお土産で親しまれ、
地元では数多くの店の中からごひいきの味を見つけ
たり、家庭で作られたりするほど親しまれているふ
るさとの味です。ひとくちにますのすしと言っても、
作っているお店が富山県内で 30 軒以上！しかも各店
舗で鱒の肉厚度、酸味、酢でどれだけしめたか、あ
るいは生に近いか、ごはんの柔らかさなどの違いが
あり、それぞれのこだわりがあると言われています。
そんな中、私が実際に食べ歩いた「ますのすし」の
中で、第 1 位が「青山総本店」でした。酢の酸味が
程よく優しい味で、全体的に上品な味で、とっても
美味しかったです。

■富山エリア【シロエビ編】
富山湾の宝石と呼ばれるシロエビ。その透明感と

口当たりのよさ、また上品な甘さからお刺身や丼と
しての食べ方が人気です。

まさにここでしか味わえないシロエビを食べてほ
しい。
「白えび亭」は富山名物の白えびを天ぷらにして楽
しめることもできるお店なんです。特に白えびの天
丼は絶品です。富山でランチするならここで！と言
わんばかりのお店です。ぜひ富山ランチにいかがで
しょうか？

◆【番外編】
ブラックラーメン、高岡コロッケ、ホタルイカ、

氷見うどん、富山おでん・・・も有名です。

■福井エリア【そば編】
北陸の福井は隠れたそば処としても有名です。「越

前そば」や「おろしそば」が人気で、そば好きが全
国から集まります。石臼焼きでひかれたそば粉の風
味と、手打ちによる艶やかなコシが特徴です。また
福井は良質のそば粉の産地で、昔から続く老舗のそ
ば屋がたくさんあります。蕎麦に辛味大根をおろし
たものとねぎ、鰹節などを乗せ、直接出汁をかけて
食べる、または、つゆに大根おろしを入れて食べる
のが特徴です。私のオススメは、池田町の一福「お
ろしそば」（塩だし）シンプル is Best です。

■福井エリア【カツ丼編】
福井県でカツ丼を注文すると、当然のようにソー

スカツ丼が出てきます。薄い豚肉に細かい衣を絡ま
せて揚げたカツに、スパイスが絶妙に効いたウスター
ソースを染み込ませます。ご飯の上にのせることで
ソースがご飯に染み込み、絶妙な甘辛いさっぱりし
た味が食欲をそそります。特にヨーロッパ軒は有名
で、福井県内に数店舗構えています。

◆【番外編】
越前市のボルガライス、敦賀ラーメン、三国バー

ガー、サバエドッグ・・・も有名です。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

いかがでしたか？　今回のご当地グルメ旅。
高いものが美味しいのは当たり前ですが、北陸に

は、まだまだ紹介したい安くて美味しいグルメがた
くさんあります。

皆さん　一度　北陸に　「来まっし、見まっ
し、食べまっし」　で、遊びに来て下さい。

ますのすし

白えび天丼

おろしそば

ソースカツ丼
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業界ニュース　6月 

㈱リコーは、360°の全天球イメージをお客様の Web サイトに表示できるクラウドサービス「THETA 360.biz」の新たなサー
ビスとして、VR 端末で閲覧している 360°の映像を、パソコンなどで同時に閲覧できるサービス「RICOH360-VR Presenter」
を開発し、提供開始した。今回新たに追加した「RICOH360-VR Presenter」によって、たとえば不動産の店舗に来た物件検討
者が、VR 端末で物件をバーチャルで内見するだけでなく、内見している情報を接客担当者も同時に共有出来るため、的確な
接客が可能となる。また、旅行代理店では旅行検討者に対しての旅先の提案の際に、店舗で VR 体験をして頂きながら同時に
接客をする事で、成約率の向上や旅行者の旅先での満足度向上に貢献する。本サービスは、企業向け VR コンテンツ配信プラッ
トフォームを提供する NURVE（ナーブ）社と提携し、VR 端末のご提供とサポートを実施する。利用料金（税別）：20,000 円
／台　お問い合わせ先：お客様相談センター　TEL:0570-001313

（URL: http://jp.ricoh.com/release/2018/pdf/0606_1.pdf ）

リコーがＴＨＥＴＡ３６０．Ｂｉｚを活用したＶＲでの接客が可能な「ＲＩＣＨＯ３６０－ＶＲ　Ｐｒｅｓｅｎｔｅｒ」を提
供開始

IIDC Japan ㈱は、国内携帯電話、およびスマートフォン端末の 2018 年第 1 四半期（2018 年 1 月～ 3 月）の出荷台
数を発表した。これによると、2018 年第 1 四半期の国内携帯電話出荷台数（スマートフォンと従来型携帯電話の合計）
は、前年同期比 9.2％増の 971 万台となり、2017 年第 4 四半期の 1,107 万台に迫る規模となった。大きな伸びを続け
ている市場環境において、アップルは 474 万台の iPhone を出荷し、前年同期比 11.3％増となった。同社は、48.8％で
トップシェアを維持しており、日本市場での圧倒的な強さを保っている。しかしながら、機種の構成比では iPhone 8

（Plus 含む）が iPhone X を上回ったとみられる。また、今回は AQUOS Sense が好調なシャープが 152 万台で 2 位と
なり、2017 年はソニーが押さえていた 2 位の座を奪った。3 位は 95 万台を出荷したソニー、4 位は折りたたみ式の
モデルなど従来型携帯電話からの移行層に親しみやすいモデルを多く出荷した京セラ、5 位は DoCoMo With 対象機
種として Galaxy Feel の出荷が引き続き好調だったサムスンが入った。他方、従来型に分類される携帯電話の出荷台
数は 12 万台であったが、これは機能を限定したキッズ向けモデルであり、通常使用する機能を備えた携帯電話市場
での従来型携帯電話の出荷が今期はゼロになった。

（URL: https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20180607Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが２０１８年第１四半期　国内携帯電話市場実績値を発表

プラネックスコミュニケーションズ㈱は、かんたんネットワークカメラ「スマカメ」
シリーズの映像を Google Drive や DropBox へ録画可能にする「スマカメクラウドレ
コーダー」を 2018 年 6 月 12 日より販売開始した。本製品は、かんたんネットワーク
カメラとして好評の「スマカメ」映像を、「スマカメ」と同一ネットワーク内に接続
するだけで、クラウドストレージサービスの Google Drive や DropBox へ録画可能に
する。そのため、microSD カードごと録画データを盗難される心配がなくなる。また
クラウドストレージサービスで録画データを直接操作できるようになるため、外部か
らの録画確認やデータ移送も手軽に行える。価格：オープン価格

（URL: https://www.planex.co.jp/news/release/2018/20180612_db-wrt01-cr.shtml ）

プラネックスコミュニケーションズが「スマカメクラウドレコーダー」を発売

スマカメクラウドレコーダー

㈱ NTT データは、2018 年 6 月 14 日より介護施設向け見守りロボットサー
ビス「エルミーゴ」を提供開始した。本サービスは、高齢者のベッドサイド
に設置したセンサーとロボットが連動し、高齢者の状態検知、介護スタッフ
への通知、ロボットからの声掛けを行うことができる。これにより、介護ス
タッフの負担軽減および質の高い介護サービスの提供に寄与する。また、見
守り機能に加えてコミュニケーション機能も兼ね備え、ロボットとの会話に
よって、高齢者のコミュニケーションを促進させることができる。提供方法：
月額制のサービス利用型　標準構成：ロボット 5 台、センサー各 5 台、パソ
コン 1 台　お問い合わせ先：㈱ NTT データ　第二公共事業本部　第四公共
事業部　第一統括部営業企画　TEL:050-5547-1829

（URL: http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2018/061400.html ）

ＮＴＴデータが介護施設向け見守りロボットサービス「エルミーゴ」提供開始

サービスイメージ
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㈱ NTT ドコモは、グローバルで IoT サービスを展開するために必要な各国での回線・オペレーション・コンサルティ
ングをワンストップで提供するグローバル IoT ソリューション「Globiot」（グロビオ）を、法人企業向けに 2018 年 7 月
2 日より提供開始した。本ソリューションは、ローミング、現地 SIM、eSIM を組み合わせた最適な回線選定、各国で
のビジネスモデル検討、海外での運用保守設計・サポート、通信環境調査、IoT 関連規制調査・認証取得支援などをワ
ンストップで提供するマネージドサービスである。お問い合わせ先：全国のドコモ法人営業部門

（URL: https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2018/06/26_01.html ）

ＮＴＴドコモが法人向けグローバルＩｏＴソリューション「Ｇｌｏｂｉｏｔ」を提供開始

㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリは、三井物産セキュラディレクション㈱と販売契約を締結し、国産製品唯一の特
許技術を搭載したランサムウェア専用対策ソフトウェア「MBSD Ransomware Defender（エムビーエスディ ランサムウェア 
ディフェンダー）」を2018年6月18日より販売開始した。本製品は、MBSD社が特許取得済みの独自技術を搭載したランサムウェ
ア専用の対策ソフトウェアである。従来のセキュリティ対策製品のようにパターンマッチングやふるまい検知で判断するので
はなく、攻撃対象となるファイルの状態に着目する新たな検知技術を備えている。この新技術により、ふるまい検知技術等を
回避する高度な攻撃に対しても、ファイルに対する操作から即座にランサムウェアを検知し、一つのファイルも暗号化される
ことなくブロックすることができる。価格（税別）：1 ライセンス 4,800 円／年　お問い合わせ先：㈱富士通ソーシアルサイエ
ンスラボラトリ　商品お問い合わせ窓口：HP 商品お問い合わせフォーム　

（URL: http://www.fujitsu.com/jp/group/ssl/about/resources/news/press-releases/2018/0618.html）

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリがランサムウェア専用対策ソフト「ＭＢＳＤ　Ｒａｎｓｏｍｗａｒｅ　
Ｄｅｆｅｎｄｅｒ」を販売開始

パナソニック㈱は、セキュリティシステム i-PROEXTREME シリーズの一つとして、マルチセンサーカメラ 2 機
種を 2018 年 8 月より発売した。マルチセンサーカメラは 1 つの筐体の中に 4 つのカメラユニット（イメージセンサー、
レンズなど）を搭載し、1 台で 4 台のカメラの役割を果たすことができる。これにより、カメラ本体、設置（取付工
事、取付金具、配線など）にかかるコストや設置スペース
も削減することができる。カメラユニットは、それぞれ独
立して方向を変えることができ、公園や広場などの広い場
所で 360°全方向を高解像度で撮影したり、前方 270°と真下
を撮影する形にすることで、交差点の角から各方向の車の
動き、歩道や横断歩道を通る人の動きを同時に撮影するこ
ともできる。同様に、建物の角に取り付け、前方、左、右、
真下を 1 台で監視することも可能である。価格：オープン
価格　お問い合わせ先：パナソニック　システムお客様ご
相談センター　TEL:0120-878-410

（URL: https://news.panasonic.com/jp/press/data/2018/06/jn180629-3/jn180629-3.html ）

パナソニックがｉ－ＰＲＯＥＸＴＲＥＭＥシリーズマルチセンサーカメラ２機種を発売

WV-X8570N（4K×4眼）　WV-S8530N（2MP×4眼）

㈱日立情報通信エンジニアリングは、企業の出納業務における非定型の請求書のデータ入力業務、およびその入力し
たデータと申請データの確認業務を自動化する「AI 活用帳票入力ソフトウェア」を 2018 年 7 月 2 日より販売開始した。
これは、OCR 技術と AI の融合により、これまで人手により行っている業務の自動化を実現するソフトウェアで、経理
業務の効率化、省力化を支援する。本ソフトウェアは、間接部門のルーチンワークに着目し、帳票入力の自動化を目的
に開発した。従来、紙や画像データの請求書から必要情報（会社名、請求金額ほか）を人手入力し、申請データと照合
していたが、スキャンした非定型の請求書を本ソフトウェアにより「会社名」「請求金額」などを自動認識しデータ化
する。さらに、認識した文字の確信度（確からしさ）を数値化し、確信度の高いものは、申請データとの照合まで自動
化する。請求書の様式（項目や位置）は、それぞれ異なっていても、様式登録（定義）なしで利用開始ができることや、
導入初期は確信度が低く、人手で確認、修正を行うことがある場合でも、テンプレート学習を重ねることで確信度が向
上し、人手作業が徐々になくなることが本ソフトウェアの最大の特長である。お問い合わせ先：㈱日立情報通信エンジ
ニアリング　営業統括本部　製品営業部　TEL:050-3163-1755

（URL: http://www.hitachi-ite.co.jp/news/2018/20180626.html ）

日立情報通信エンジニアリングが非定型の請求書をデータ化「ＡＩ活用帳票入力ソフトウェア」を販売開始
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業界ニュース　7月 

IDC Japan ㈱は、国内テレワーク導入率に関する調査を行い、分析結果および予測を発表した。これによると、
2017 年におけるテレワーク導入の企業数（従業員 2 名以上の企業）は 14 万社（企業導入率 4.7％）と推計される。
これを企業規模別に見ると、従業員が 499 人以下の中堅中小企業のテレワーク導入率は 2017 年で 4.7％、同 500 人
以上の大企業では 23.6％と大企業でより導入が進んでいる。国内の企業数は中堅中小企業が 99.8％を占めることか
ら、同セグメントの導入率が全体の導入率に大きく影響するため、2017 年における国内全体のテレワーク導入企業
の割合は 4.7％と推計される。今後、テレワークは、ワークライフバランスの向上による生産性の向上、優秀な人材
確保／流出防止、労働人口減少の緩和などの目的で導入が進み、2022 年では 29 万社（企業導入率 9.7％）になると
予測されている。

（URL: https://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20180703Apr.html ）

ＩＤＣＪａｐａｎが国内テレワーク導入率　産業分野別予測を発表

㈱アドバンスト・メディアは、AI 音声認識議事録作成支援サービス「Pro VoXT（プロボクスト）」を 2018 年 7 月
11 日より提供開始した。本製品は、音声認識により議事録作成を半自動化し、素早く効率的に議事録作成を行う文
字起こしサービスである。月額定額で利用者数の制限なしで運用が可能なため、企業全体での働き方改革を推進し、
業務効率化・生産性向上を実現する。音声ファイル、動画ファイルを Pro VoXT サーバーへアップッロードすることで、
自動で音声を文字化する。お客様専用に構築するプライベートクラウドと、お客様企業内にシステム環境を構築する
オンプレミスでの導入が可能なため、取締役会議や経営会議を始めとする機密性の高い会議においても、お客様のセ
キュリティポリシーに基づいた運用が行える。価格（税別）: プライベートクラウド 月額 12 万円～、オンプレミス 
月額 8 万円～、買取プラン 300 万円～　お問い合わせ先：㈱アドバンスト・メディア　VoXT（ボクスト）事業部　
TEL:03-5958-1035

（URL: https://www.advanced-media.co.jp/newsrelease/12641 ）

アドバンスト・メディアが議事録作成支援サービス「Ｐｒｏ　ＶｏＸＴ」を提供開始

NTT データ ジェトロニクス㈱は、タブレットを利用した会議室予約システム「iMeeting Ⓡ -R」を 2018 年 7 月 10 日
より販売開始した。本製品は、タブレット端末を各会議室に設置し、入室（開始）・退出（終了）のボタンを押すことで、
利用状況を把握・管理することができる会議室予約システムである。各地にある支店や施設の会議室も一元管理できる。
また、クラウド型で、ハードウェアの調達や基盤構築、専用アプリケーション
等が不要なため、低コストでスピーディーな導入が可能である。空予約やダブ
ルブッキングなどを回避し、会議室の稼働率をあげることができる。また、隙
間時間（空き室）を活用できる他、予約時間の終わりを知らせる画面点滅機能で、
お客様へさりげなくタイムリミットをお伝えして時間厳守を図るなど、利用者・
管理者双方の業務効率および生産性を向上することができる。お問い合わせ先：
NTT データ ジェトロニクス㈱　IS ソリューション事業本部　ISS 営業 2 部　
TEL:044-223-3851

（URL: http://www.nttdata-getronics.co.jp/news/2018/0710.html ）

ＮＴＴデータ ジェトロニクスが会議室予約システム「ｉＭｅｅｔｉｎｇⓇ－Ｒ」を販売開始

据付端末画面

㈱日立ソリューションズ・クリエイトは、高度なセキュリティやハッキングの知識を有する㈱日立ソリューション
ズ・クリエイトのセキュリティ技術者が、お客様のシステムにおける脆弱性の有無を確認する「セキュリティ診断サー
ビス」を 2018 年 7 月 12 日より提供開始した。本サービスは、企業システムを新たな脅威から守る為定期的にシステ
ムを診断し、セキュリティ診断の結果発見した脆弱性について、その内容と対策方法をセキュリティ診断報告書にわ
かりやすくまとめて提示するので、お客様は、セキュリティ上の問題点を客観的に把握し、効果的なセキュリティ対
策を行うことが可能である。診断メニュー：①ネットワーク型診断サービス　② Web アプリケーション診断サービ
ス　③個別アプリケーション診断サービス　提供価格：個別見積り　お問い合わせ先：㈱日立ソリューションズ・ク
リエイト　カスタマーサポート部　TEL:0120-954-536
（URL: http://www.hitachi-solutions-create.co.jp/company/newsrelease/2018/0712_01/index.html ）

日立ソリューションズ・クリエイトがホワイトハッカーによる「セキュリティ診断サービス」を提供開始
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OKI は、少子高齢化にともなう人口減少社会の到来を見据え、IoT や AI の活用によりビジネスモデルの再構築を
加速する店舗デジタル変革ソリューション「Enterprise DX（エンタープライズ・デジタルトランスフォーメーション）」
を提供開始した。本ソリューションは、顧客経験価値の最大化と店頭の人的コストを削減する「ストアフロント変革」、
事務処理の自動化で抜本的なコスト削減を実現する「オペレーション変革」、生活サービスのワンストップ提供を実
現する「サービス変革」の 3 つのソリューションで構成されている。お問い合わせ先：OKI 情報通信事業本部　金融・
法人ソリューション事業部　イノベーション推進部　TEL:03-5440-4619

（URL: http://www.oki.com/jp/press/2018/07/z18021.html?pid=WTN）

ＯＫＩがＩｏＴやＡＩを活用しビジネスモデルの再構築を加速する店舗デジタル変革ソリューション「Ｅｎｔｅｒｐｒ
ｉｓｅ　ＤＸ」を提供開始

　NTT アドバンステクノロジ㈱は、4ipnet 社（本社：台湾）の無線 LAN アクセスポイ
ント「EAP738」をラインナップに追加し、2018 年 7 月 19 日より販売開始した。本製品は、
IEEE802.11acWAVE2 に対応し、多数のユーザーが同時に利用する環境にアクセスポイ
ントを設置する場合に適している。また、BLE（Bluetooth Low Energy）を内蔵し、IoT
通信などの用途にも利用できる。主な利用シーンは、ホテルのロビー、レストラン、大
学の教室やカフェテリアなどのコミュニティスペース、ショッピングモールなどの商業
施設、屋内アミューズメント施設等。価格：オープン価格　お問い合わせ先：NTT アド
バンステクノロジ　ソリューション第二事業本部　ネットワークソリューションビジネ
スユニット　担当：4ipnet 製品担当　TEL:044-589-6595
（URL: http://www.ntt-at.co.jp/news/2018/detail/release180718.html）

ＮＴＴアドバンステクノロジが屋内用無線ＬＡＮアクセスポイント「ＥＡＰ７３８」を販売開始

「EPA738」の外観

　㈱日立情報通信エンジニアリングは、日立 IP-PBX「NETTOWER CX-01 V2」のホテル向け機能を強化し、客室タ
ブレットを活用した「ホテル向け IP テレフォニーソリューション」を 2018 年 7 月 26 日より販売開始した。本ソリュー
ションは、PMS を中心として基幹業務システムと日立 IP-PBX を連携し、基幹業務情報、客室情報、施設情報などのデー
タを可視化、分析、活用することで、宿泊客のニーズに対応しつつ、同時にホテル業務効率化を実現し、ホテル経営
を支援する。特長は、①多言語インフォメーション②メッセージ通知③ルームコントロール④施設混雑状況確認⑤音
声通話⑥ PMS 連携⑦客室清掃管理　価格（税別）：クラウドサービス　初期費用 3,900,000 円～　ランニング費用（1
年分）2,280,000 円／年～　オンプレミス　初期費用 10,000,000 円～　ランニング費用（1 年分）580,000 円／年～　お
問い合わせ先：㈱日立情報通信エンジニアリング　IPT システム本部　IPT ソリューション・サービス部　TEL:050-
3163-5812

（URL: http://www.hitachi-ite.co.jp/news/2018/20180725.html）

日立情報通信エンジニアリングが「ホテル向けＩＰテレフォニーソリューション」を販売開始

　パナソニック㈱は、C 型（322MHz 帯）無線システム「パナガイド」のワイヤレス送信
機 RD-M750-D（送信機）およびワイヤレス受信機 RD-760-K（受信機）を 2018 年 10 月下旬
より発売する。「パナガイド」は、送信機と受信機の組み合わせで、多数の聴取者に音声を
伝達できる無線システムである。アンテナや中継機などの機器設置が不要で、免許や資格
もいらない、手軽に導入できる無線システムとして、工場、美術館、博物館のガイドツアー
などで幅広く活用されてきた。本受信機は、高性能 DSP を搭載し、歪み・ノイズを抑える
ことで、高音質化を実現した。本送信機は、コンデンサーマイクに加えて、オーディオ機
器などの外部からの音声入力や 2 つの音声を合成するミキシングにも対応し、複数の音声
を同時に送信することができる。送受信チャンネル数は従来の倍となる 12 チャンネルまで
拡大し、多言語で使用する際など、より多くのチャンネル切り替えも可能になった。価格（税
別）：ワイヤレス送信機 49,800 円　ワイヤレス受信機 37,800 円　お問い合わせ先：パナソニッ
ク㈱ アプライアンス社 ホームエンターテイメント事業部 新規事業推進部 TEL:06-6906-2727

（URL: https://news.panasonic.com/jp/press/data/2018/07/jn180723-1/jn180723-1.html）

パナソニックが無線システム「パナガイド」ＲＤ－Ｍ７５０－Ｄ／ＲＤ－７６０－Ｋを発売

RD-760-K（受信機） 
RD-M750-D（送信機）
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特集

毎年、９月１日を「防災の日」として防災の日を含む一週間を「防災週間」と定め、関係機関が緊密な協力関係の
もとに、防災思考普及のための行事や訓練などを行っています。本特集では、防災の日に関連して、日頃、存在
を忘れがちな「消火器」について取扱いをご紹介いたします。

消火器は放置せずリサイクル
腐食したものに要注意

消火器は、屋外や軒下、水回りなど、湿気の多い
場所に置いたままにすると、腐食が進みます。腐食
した消火器は、レバーに触れたり、本体に衝撃を与
えたりすると、破裂する危険があり、実際に死傷事
故も起きています。そのような消火器を設置してい
る場合は、耐用年数にかかわらず、お近くの購入元
またはリサイクル窓口にご相談ください。また、消
火器の耐用年数内であっても、いざという時に適正
な利用ができていなければ意味がありません。点検
の結果、不備のある消火器はリサイクルを行い、新
しい消火器に交換しましょう。

１．古くなって腐食の進んだ消火器の事故が起き
ています

古くなって腐食の進んだ消火器が原因となる事故
が多数起きています。中には、消火器が破裂して重
症を負ったり、死亡したりするなど重大な事故も発
生しています。消火器事故のほとんどは、消火器を
操作した際に、消火器が破裂し負傷するというもの
です。皆さんのご自宅にも、耐用年数（消火器の消
火性能を保証する目安としてメーカーが定めた期間）
を経過し使われなくなって放置してある消火器があ
れば、腐食が進んでいないか確認をお願いします。

２．消火器は風通しがよく、目につきやすい場所
に設置を

　　耐用年数にかかわらず、消火器に腐食や傷、変

形などがある場合も注意が必要です。自宅の屋外や
軒下、水回りなど、湿気の多い場所に消火器を置い
たままにしていると、腐食が進みますので、できる
だけ風通しがよく、目につきやすい場所に設置しま
しょう。腐食が進んだ消火器は、容器が黒く変色し
たり塗装がはがれたりしています。そのような場合
は、破裂する危険性がありますので、レバーを握っ
たり衝撃を与えたりせずに、購入元またはリサイク
ル窓口などに相談してください。
＜消火器の点検のポイント＞
　家庭の消火器は、次のような点に注意して、自分自
身で定期的に点検しましょう。
・本体容器やラベルやキャップに腐食、著しい傷など
はないか
・操作レバーが変形していないか
・ホースにひび割れはないか
・安全栓は確実に装着されているか
・ラベルに表示されている使用危険（耐用年数）を過
ぎていないか
　（消火器の耐用年数は、「有効使用期間○年まで」
といった形で、消火器に表示されています）など

■腐食・破損した消火器

（写真提供：消防庁）
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３．不要になった消火器はお近くのリサイクル窓
口で回収しています

　不要になった消火器は、自治体で行っているごみ
回収には出せません。次の３つの方法で回収・リサ
イクルを行っています。なお、消火器の回収時は、
リサイクルシールの購入が必要ので、購入方法や詳
しい料金についてはお近くの回収窓口へお問い合わ
せください。
＜消火器の回収方法＞
（１）販売代理店が担う特定窓口に回収を依頼もし

くは持ち込む方法
　消火器を廃棄する際には、リサイクルシール代

以外に保管費用が必要になります。さらに、引
取りを依頼する場合は、運搬費用がかかります。

（２）一般社団法人 日本消火器工業会が指定した引
取場所（指定引取場所）に持ち込む方法

　リサイクルシール代のみが必要です。
（３）ゆうパック（消火器回収の専用箱）で回収を

依頼する方法
　ゆうパックの代金にリサイクルシール代と運送

費が含まれます。

＜リサイクル窓口＞
　消火器リサイクル推進センターのホームページに、
都道府県ごとのリサイクル窓口一覧を掲載していま
す。特定窓口や指定引取場所など、お近くのリサイ
クル窓口を検索できるようになっていますので、ご
利用ください。詳しくは、消火器リサイクル推進セ
ンター（代表電話 03-5829-6773）にお問い合わせくだ
さい。

■持ち運ぶ際には、レバーが動かないように固定して
ください

　消火器を回収窓口まで直接持ち込む場合は、誤っ
て操作をするとたいへん危険です。

そのため、消火器を持ち運ぶ際には、消火器を落
として衝撃を与えないように、またレバーが動かな
いように十分に気をつけてください。消火器のレバー
の間には、誤動作を防ぐためのストッパーが付いて
います。そのストッパーを固定する安全栓が正しく
セットされているか確認してください。安全栓が正
しくセットされていないと、うっかりレバーを握っ
たときに噴射してしまう恐れがあります。安全栓が
消火器から外れるなどして、付いていない場合は、
ストッパーをテープなどで固定してください。

（資料提供：消防庁）

（出典：政府広報オンライン　https://www.gov-
online.go.jp/useful/article/201211/2.html）

回収窓口 シール 保管費用 運搬費用

特定窓口 ○ ○
○

※引取りを依頼する場
合。持ち込む場合は不
要。

指定取引場所 ○ × ×

ゆうパック
2,310 円／ 1 本（税込）

※ゆうパックの代金にリサイクル代と運送
費が含まれます。

■回収・リサイクルの流れ
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固定電話の IP 網への移行に伴い、NTT 東日本
／西日本（以下、NTT 東西）が提供する ISDN の
｢INS ネットディジタル通信モード｣ が 2024 年 1 月に
終了する（図表1）。
　ADSL や光回線への移行が進むコンシューマー市
場ではすでに過去の遺産となっている ISDN だが、「カ
バーエリアの広さ｣ ｢帯域保証型｣「低コスト｣ ｢開通
期間の短さ｣ から、法人市場では今も現役として活
躍している｡ 金融や商取引など企業間の重要データ
のやり取りに使っている業種もあり、サービス終了
の影響は決して小さくない。
　モバイルでは、現在ソフトバンクグループだけが
提供している PHS が、テレメタリングプランを除い
たすべてのサービスを 2020 年 7 月末に終了する。
　｢低コスト｣「低消費電力」「導入の容易さ｣ といっ
た特徴を待つ PHS は、モノとモノの通信が M2M と
呼ばれていた時代から遠隔監視などに使われており、
法人市場におけるシェアは今なお高い。

　ISDN や PHS を活用している企業は、このマイグ
レーションにどのように対応すべきなのか｡ ここか
らは代替策も含め、企業の取るべき戦略を考えてみ
たい。

ISDN
安定性から光に移行

NTT 東によると、INS ネットの回線数は約 22 万
回線となっており、その 9 割の約 197 万回線（約 44
万ユーザー）が法人ユーザーだ。これまで約 74 万回
線の法人ユーザーに対し個別訪問等による INS ネッ
ト ディジタル通信モードの終了に関する説明を行っ
ており、利用が確認できた場合には代替案を提案し
ている。
　INS ネット ディジタル通信モードの主な用途には、
POS（販売情報管理システム）、CAT（信用照会端
末）、企業の EB（電子バンキング）、EDI（電子商取引）、
銀行 ATM などがある。なかでも POS や CAT、EDI

業界特集

2020年以降、ISDNとPHSが相次いでサービスを終了する｡ その影響は小さくないが、マイグレーションす
るだけではもったいない｡ デジタルトランスフォーメーションを推進する好機ともなりうるからだ。

文◎村上　麻里子（テレコミュニケーション）

ＤＸ実現の好機にせよ！
ＩＳＤＮ＆ＰＨＳの移行戦略

図表1　ISDNマイグレーションのロードマップ
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は INS ネットの利用が多い分野だ。
　いずれも重要データを取り扱うため、安定した通
信が行える光回線ヘの移行を NTT 東では推奨してい
る。

POS を例に取ると、センターと店舗間を INS ネッ
トの代わりにインターネットを経由して ｢フレッツ
光｣ で接続する｡ 端末もインターネット対応のもの
に替えることで対応する（図表2）。
　NTT 東ビジネス開発本部 第一部門ネットワーク
サービス担当 担当課長の山内健雅氏は ｢業界ごとに
推奨されている方式を我々も把握しながらご提案す
るようにしている｣ と話す。ディジタル通信モード
の終了によって企業が影響を受けるかどうかをまず
検討し、影響を受ける場合には、原則として業界の
標準方式に沿った移行を提案している。
　例えば、給与の振込や決済に使われる企業の EB（電
子バンキング）の場合、全国銀行協会では ｢全銀協
標準通信プロトコル（TCP/IP 手順 ･ 広域 IP 網）｣ を
制定し、広域 IP 網の使用を推奨している。また、警
備端末とセンターをつなぐネットワークについては、
警備会社のシステムと相手方の接続方法が多岐にわ
たることから、警備会社ごとの代替策を取る。
　このように業種ごとに適した代替策が異なるため、
NTT 東では業界団体と連携しながら対応する方針だ。
　一方、業種に関係なく企業ごとに独自の代替策を
取ることができるのが、企業内 WAN としての用途
だ｡ フレッツ光以外にも、イーサネットなどの専用
線が選択肢となっている｡ バックアップ回線として
使われている場合には、無線に移行する企業もある
という。
　また、ラジオ放送の屋外中継のように光回線の敷
設が難しい場所では、NTT 東西としても敷説可能と
なるよう工夫検討を行ったり、他の用途では無線と
光を併用することになる。
　ただ、全体として見ると、INS ネットから無線に移

行するケースはまだ少ない｡ ディジタル通信モード
の終了を前に各社から無線を活用した様々な移行ソ
リューションが提供されているが、「これまでが INS
ネットだったこともあり、引き続き固定回線を使い
たいと考えるお客様が多い」（山内氏）。

■ネットワークの見直しでコスト削減
INSネットのマイグレーションが必要な企業にとっ

ては、代替策の選定以外にも、いくつかの課題がある。
　まず、移行に伴い、切り替え費用が発生すること
だ｡ 中小企業など設備投資に余裕のない企業では移
行の足かせとなりかねない。とはいえ、企業を個別
に訪問してみると、INS ネットの導入時とは IT 管理
者がすでに代わり、INS ネットが使われないまま放
置されているといったこともあり、ネットワーク構
成を見直し、コスト削減につながる事例もあるという。
　また、法人は取引先などと通信を行うため相手方
と仕様を揃える必要があり、拠点単独での判断 ･ 移
行が難しい｡ 業界団体が推奨する方式に従う企業が
多いのは、他社と足並みを揃える目的もあるようだ。

企業のシステムは一定期間ごとに更改の時期を
迎える。ネットワークだけを新しくするのではなく、
システム更改のタイミングに合わせてシステム全体
を新しくすることで、「企業は、INS ネットからの移
行を自社のデジタルトランスフォーメーション実現
のきっかけにしてほしい｡ 我々もそのためのお手伝
いをしたい」と山内氏は語る。

図表２　ディジタル通信モードの主な利用用途と移行事例

ＮＴＴ東日本
第一部門
ネットワークサービス担当
担当課長の山内健雅氏
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PHS
LPWAへの移行を促進

PHS のデータ通信は法人市場において、主にガス
メーターの検針や遠隔監視、エレベーターの保守監
視、AED（自動体外式除細動器）のリモート監視端
末を使ったセルフテストなどに使われている。
　これらの大半はテレメタリングプランを利用して
おり、当面は PHS サービス終了の影響を受けること
はない。
　一方、内蔵された PHS 通信モジュールを使い、紛
失 ･ 盗難時に管理者が遠隔操作で HDD 内のデータ
を消去できるノート PC「CLEARSURE｣（富士通製）
やカーナビは、2020 年に終了するプランに含まれる
ため、早急な対応策が必要となる。
　ソフトバンクではこれらの用途に対し、NB-IoT や
Cat.M1 への移行を提案している。
　NB-IoT および Cat.M1 は、IoT 機器向けの LTE 規
格で、PHS と同様、低価格化 ･ 省電力化を実現する。
　｢PHS よりもエリアが広く全国をくまなくカバー
でき、省電力化で 10 年間の電池駆動も可能。しかも
通信モジュールやチップの低廉化により、安価に提
供することができる。 PHS ではできなかったことが、
LTE でできるようになっている｣ と法人プロジェク
ト推進本部 MTC 事業統括部ビジネス企画 1 部 部長
の高井憲彦氏は話す。
　ソフトバンクによると、テレメタリングプランの
新規受付も 2019 年 3 月末に終了する予定｡ 具体的な
時期は未定だが、近い将来、テレメタリング向けの
PHS サービスも終了することは間違いないと思われ
る。
　このため、エレベーターやガスメーターなどにつ
いても、NB-IoT や Cat.M1 への移行を促していく計

画だ。ガスについては、LPWA に対応した IoT 通信
ボードの開発に着手しており、2018 年中の商品化を
目指している。LP ガスメーターで使われている N ラ
インと U バスの双方のポートに接続できる仕様にす
ることで、異なるガスメーター間の接続を可能にす
る。ガス以外にも業界ごとに特化したソリューショ
ンを用意し、マイグレーションを促進する。

■ IoTに本格的に取り組むきっかけに
｢PHS から NB-IoT や Cat.M1 などへの移行は『進化』

であり、新しいことに挑戦するチャンス｣ とソフト
バンク法人プロジェクト推進本部 MTC 事業統括部 
統括部長の花山裕一氏は語る。
　単にネットワークを切り替えるのではなく、そこ
からデータを収集 ･ 分析し、いかに活用するかまで
考えている企業が多いという。
　ソフトバンクでも企業のニーズに応えるため、ネッ
トワークと一緒に IoT プラットフォームや AT（人
工知能）を提供している。
　企業にとっては、PHS からのマイグレーションが、
本格的に IoT に取り組むチャンスになると言えそう
だ。

（出典：テレコミュニケーション July 2018）

図表３　ソフトバンクの IoTプラットフォーム概念図

ソフトバンク 法人プロジェクト推進本部 ＭＴＣ事業
統括部 ビジネス企画1部　部長の高井憲彦氏（左）
と法人プロジェクト推進本部 ＭＴＣ事業統括部 統括
部長の花山裕一氏
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•	 はじめに
ダイヘンヒューズ株式会社は、30 年以上にわた

り雷害対策に携わってきたが、近年ではネットワー
クカメラ等の増大に対応するために、高性能タイ
プ，絶縁タイプ，劣化確認機能タイプ（業界初）等
の LAN 用 SPD を製品化している。ここでは、高性
能 LAN 用 SPD がネットワークカメラを保護できる
かを検証した概要を紹介する。

• 検証１（誘導雷）
　ネットワークカメラや HUB に、雷による異常電圧
が加わる原因として代表的なものが誘導雷である。
図１のように誘導雷は、雷の主放電により静電誘

導電圧または電磁誘導電圧が発生し、通信線路上に
沿って両側に進んでいく。この電圧がネットワーク
カメラや HUB に加わることになる。

これを模擬した図２の試験回路により、以下の試
験条件でネットワークカメラを保護できるかを確認
した。

【試験条件】
・1.2/50 μ s のインパルス電圧を 0.5kV、1kV ～

10kV まで 1kV ステップで正負各 5 回印加。
・ネットワークカメラは PoE 対応品。

・ SPDはダイヘン製SPD（高性能タイプ PE1000N）
と他社（Ａ社）製を使用。

試験結果を表１に示す。
　LAN ケーブルが短い 0.15m の場合では、ダイヘン
製、Ａ社製ともに保護できることが確認できた。

LAN ケーブルが 30m では、Ａ社製 SPD では電圧
によっては保護ができず、ダイヘン製 SPD では LAN
ケーブルが 100m まで全ての電圧で保護できることが
確認できた。

ネットワークカメラの故障個所を確認したところ、
PoE の給電回路が故障しておりこの回路の保護が重
要である事が判る。

LAN ケーブルが長くなると、線路インピーダンス
が大きくなることにより、SPD の各回線の保護素子
の動作バラツキが発生しやすくなるため、給電線間
に電位差が生じ、この電位差により PoE 給電回路が
故障したと考えられる。

故障を防ぐためには、給電線間に生じる電位差を
小さくする回路構成が重要である。

• 検証２（誘導雷２）
現場ではネットワークカメラ側を接地しない場合

もある。

業界特集

ダイヘンがネットワークカメラの雷害対策を検証

図1　LANケーブルに発生する誘導雷

図２　模擬試験回路
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これを模擬した図３の試験回路により、以下の試
験条件でネットワークカメラを保護できるかを確認
した。

【試験条件】
・1.2/50 μ s のインパルス電圧を 1kV、2kV ～ 10kV
まで 2kV ステップで 10 回印加。
・対象は PoE 給電部の模擬回路。
・SPD はダイヘン製 SPD（高性能タイプ）と他社（Ａ
社）製を使用。

試験結果を表２に示す。
　Ａ社製 SPD では 2kV で保護ができないことが確認
できた。

ダイヘン製 SPD では 8kV まで保護できることが確
認できた。
　この試験より、仮にネットワークカメラの耐電圧
が数 kV あったとしても、PoE 給電部は故障するおそ
れがあることが判った。

• 検証３（大地電位上昇）
雷による異常電圧が加わるもう一つの原因として

大地電位上昇がある。
図４に示すように、直撃雷がネットワークカメラ

の近傍にあった場合、直撃雷電流×接地抵抗の雷電
圧が遠方に対して発生する。例えば図４の場合、直
撃雷の電流値を 20kA（直撃雷電流の平均値）、樹木
の接地抵抗を 10 Ωとすると 20kA × 10 Ω =200kV も
の雷電圧が遠方に対して発生することになる。SPD1
と SPD2 の間には図にある電位差分が加わることに
なる。

これを模擬した図５の試験回路により、以下の試
験条件でネットワークカメラを保護できるかを確認
した。
【試験条件】
・1.2/50 μ s のインパルス電圧を 0.5kV、1kV ～ 10kV
まで 1kV ステップで正負各 5 回印加。
・ネットワークカメラは PoE 対応品。
・SPD はダイヘン製 SPD（高性能タイプ）と他社（Ａ
社）製を使用。

試験結果を表３に示す。
　Ａ社製 SPD では 2kV で保護ができないことが確認
できた。

ダイヘン製 SPD では 10kV まで保護できることが
確認できた。

表１　模擬試験結果（誘導雷）

図３　模擬試験回路（誘導雷２）

表2　模擬試験結果（誘導雷２）
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• まとめ

今回の検証結果から、ダイヘン製 SPD PE1000N の
保護効果が優れていることが確認できた。その理由
は SPD の回路構成を工夫している点にあると考えら
れる。今後も各種カメラや HUB を用いた模擬試験に
よる検証を積み重ね、保護効果の高い SPD を提供し
ていくと共に情報提供にも努め、雷害の防止に貢献
していきたい。

（ダイヘンヒューズ株式会社は、2014 年から、株式
会社ダイヘンに営業機能 を移管しブランドをダイヘ
ンと改めました。）

■お問い合わせ先
お客様：ダイヘン電機システム株式会社
耐雷機器営業部（06）7177-6760
本製品に関するウェブサイト：https://www.daihen.

co.jp/products/electric/other/

表３　模擬試験結果（大地電位上昇）

図４　大地電位上昇による雷電圧の発生

図５　大地電位上昇の模擬試験回路
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新製品・新サービス

ＮＥＣプラットフォームズがＷｉ－Ｆｉホームルータ
 プレミアムモデル３機種を発売

NEC プラットフォームズ㈱は、Wi-Fi 規格 IEEE802.11ac 
Wi-Fi ホームルータのストリーム別ラインアップにおいて、
それぞれのプレミアムモデルとなる３機種を発売しまし
た。発売日は、2 ストリーム対応「Aterm WG1200HP3」
が 6 月 7 日、4 ストリーム対応「Aterm WG2600HP3」、3
ストリーム対応「Aterm WG1900HP2」が 7 月 5 日より
販売開始しました。

新商品の 3 機種は、「IPv6 IPoE」および「IPv4 over 
IPv6」に対応したモデルで、これによりインターネット
回線が混み合う時間帯でも快適な通信が可能となりま
した。さらに、通常の IPv6 を凌ぐ高速通信を実現する
NEC 独自技術「IPv6 High Speed」にもファームウェア
更新（今年 10 月リリース予定）により対応可能です。ま
た、電波性能を大幅に向上させた「ハイパワーシステム」
により電波強度の範囲拡大を図り、「Aterm WG2600HP3」
においてはアンテナ性能を向上させた「ワイドレンジア
ンテナ」の採用により、業界最速更新となる実効スルー
プット約 1430Mbps を実現しました。

■価格

■特長
１．最新のインターネット接続方式「IPv6	IPoE」・「IPv4	
over	IPv6」に対応

　使用する時間帯等によってインターネット回線が混
み合い、通信が遅くなっていた従来の接続方式「IPv4 
PPPoE」とは異なる通信経路を使用する「IPv6 IPoE」に

対応することで、通信速度を向上させました。また、「IPv4 
over IPv6」を使えば、LAN 側の端末が IPv4 対応の場合
でも混雑を避けた高速通信が可能です。さらに、ファー
ムウェア更新（今年 10 月リリース予定）による NEC 独
自技術「IPv6 High Speed」により、通常の IPv6 に対し

「Aterm WG2600HP3」は約 3 倍の高速化を実現するため、
快適な通信が可能となります。
２．電波性能を改善した「ハイパワーシステム」を採用
　無線回路、無線制御等の各設計をゼロベースから見直
した「ハイパワーシステム」により、通信が安定する一
定の電波強度以上のエリアが、従来モデル比で最大約
21％拡大しました。これにより、従来、場所によっては
通信が不安定になり見られなかった動画等を快適に視聴
できるようになります。
３．「ワイドアンテナ」技術（特許出願中）を採用
（WG2600HP3）

　従来、基板全体で実現していた 3 直交（X、Y、Z 方向）
偏波に対して、多重偏波を実現する「ワイドレンジアン
テナ」技術により、実効スループット値で約 1430Mbps と、
NEC プラットフォームズ㈱「Aterm WG2600HP2」の業
界最速値を更新しました。また、本アンテナにより様々
な角度で使用されるスマートフォン等でも、実効スルー
プット値が大きく変わることなく、安定した通信が可能
になりました。

■お問い合わせ先
　Aterm（エーターム）インフォメーションセンター
　ナビダイヤル：0570-550-777
　ナビダイヤルをご利用いただけないお客様
　　：04-7185-4761

左から Aterm WG2600HP3、Aterm WG1900HP2、
Aterm WG1200HP3

商品名 型番 販売価格
Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3

オープン価格Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
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INFORMATION

　下記の書籍を斡旋価格で販売しますので、ご希望の方は下記の「書籍申込書」に必要事項を記入し、関東地
方本部事務局へＦＡＸでお送り下さい。
　「実戦問題シリーズ」（2018 秋版）には、過去の試験傾向を踏まえて、各資格ごとに「① 2018 年 5 月試験の問題、
②今後出題される可能性のある各種の過去問題」が、解説とともに掲載されています。
　是非、受験準備にお役立て下さい。（出版社：㈱リックテレコム　〒 113-0034　文京区湯島 3-7-7　リックビル）
　お申込み先：（一社）情報通信設備協会 関東地方本部　事務局　　TEL 03-5244-9700　　FAX 03-5244-9711

注 1：斡旋価格には消費税は含まれておりませんので、斡旋価格のほかに消費税（小数点第一位を四捨五入）を
お支払いただきます。    

注 2：代金は前払いでお支払いただきます。
注 3：品物の郵送をご希望の場合は、別途送料が掛かります。
注 4：直接、事務局にお出でいただく場合は、在庫を確認いたしますので事前にご連絡ください。

シリーズ 書　　　　名 判 型 頁 ISBN 定　価 斡旋価格

実戦問題
シリーズ

2018秋 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-154-8 2,300 円 2,070 円
2018秋 総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-155-5 2,850 円 2,565 円
2018年版　DD1種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-124-1 2,850 円 2,565 円
2018春 DD3種実戦問題 A4 判 184 頁 978-4-86594-123-4 2,300 円 2,070 円
2018春 AI・DD総合種実戦問題 A4 判 264 頁 978-4-86594-125-8 2,850 円 2,565 円

精選問題
シリーズ

AI 3種 精選問題　 B5 判 176 頁 978-4-89797-699-0 2,200 円 1,980 円
AI 1・2種  精選問題 改訂版 B5 判 256 頁 978-4-89797-839-0 2,600 円 2,340 円

標　　準
テキスト
シリーズ

AI・DD総合種 標準テキスト 改訂版 B5 判 480 頁 978-4-86594-126-5 3,400 円 3,060 円
DD3種 標準テキスト 第5版 B5 判 304 頁 978-4-86594-080-0 2,400 円 2,160 円
DD1種 標準テキスト 第3版 B5 判 360 頁 978-4-89797-947-2 2,800 円 2,520 円
AI 3種 標準テキスト 改訂版 B5 判 296 頁 978-4-89797-838-3 2,400 円 2,160 円

科 目 別
テキスト
シリーズ

わかる AI・DD全資格 〔基礎〕 改訂版 B5 判 176 頁 978-4-89797-945-8 2,200 円 1,980 円
わかる AI・DD全資格 〔法規〕 第3版 B5 判 224 頁 978-4-89797-946-5 2,200 円 1,980 円
わかる AI 1・2種 〔技術・理論〕 改訂版 B5 判 216 頁 978-4-89797-822-2 2,500 円 2,250 円
わかる AI・DD総合種 〔技術・理論〕 第3版 B5 判 368 頁 978-4-89797-913-7 2,800 円 2,520 円

●工事担任者・試験対策書籍

協会推薦書籍の斡旋について
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INFORMATION

「平成30年度 会員名簿」発行のための
掲載内容調査について

情報通信設備協会では 2 年毎に「会員名簿」を発
行して会員の皆様に配布し、ご活用いただいており
ますが、今年度も 11 月中旬の発行を目指し作業を進
めているところです。

平成 30 年度の掲載内容には、会員名、支店名、代
表者名、建設業許可の有無、業務内容、郵便番
号、所在地、電話番号、IP 番号、FAX 番号、URL、
LAN 認定の有無、メーカーやキャリア等の主な取引
先の 13 項目を掲載いたします。

■「会員名簿掲載内容調査表」の返送について

協会本部で有している会員各位の情報に基づいて
「会員名簿掲載内容調査表」を印刷し、８月中旬に皆
様に郵送しておりますので、お忙しいなか恐縮では
ございますが、内容をご確認のうえ加筆・削除・変
更等の修正をして、同封の返信用封筒で協会各事務
局へお送りいただきますよう、お願い申し上げます。

なお、修正のない場合も、必ずご返送をお願いい
たします。

■「掲載広告」の募集

例年と同様、今回発行の会員名簿にも広告を掲載
いたしますので、会員の皆様には奮ってお申し込み
いただきますよう、併せてお願い申し上げます。

①広告掲載は、各地方本部事務局へお申込み下さい。
②広告データは、メールで各地方本部事務局へ送信

願います。

■平成30年度「会員名簿」のイメージ　　　

会員名簿（平成28年度版）表紙

■問い合わせ先
　一般社団法人 情報通信設備協会 事務局
　〒 104-0042 

東京都中央区入船２－９－５　HK ビル５Ｆ
　ＴＥＬ：０３－５５４３－２２５０　　　

ＦＡＸ：０３－５２４４－９７１１
　 E-mail：k-hanazono@itca.or.jp

○広告掲載料 A4 全 ページ ￥86,400 （会員 ￥43,200
（税込））

〃 1/2 ページ ￥43,200 （会員 ￥21,600
（税込））

〃 1/4 ページ ￥21,600 （会員 ￥10,800
（税込））

社名・
代表者 業務内容 所在地 電話番号等・

取引先

◎
LAN

（一社）
情報通信
設備協会
○○支店

電気通信設
備の設計 ･
施工 ･ 保守
及び通信機
器の販売

〒 104-0042
中央区入船
2-9-5HK ビ
ル 5F

TEL（03）
5640-6508 IP 

（050）3360-
2587
FAX （03）
5640-6599

○○○○ http://itca.
or.jp

○○○、△△、
□□
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記入日 平成３０年  月  日 
 

会員名簿掲載内容調査票 （Ｈ３０．８．１５ 現在） 
 

※  誤っている箇所に横線を引き、空欄に正しい情報を記入してください。  
※  未記入の箇所があれば、追記してください。  
※  掲載を希望しない箇所に横線を引き、線の上に「削除」と記入してください。  
 
１．修正・変更の有無（該当する番号を○で囲んでください） 
	 	 １）有り	 	 	 	 ２）無し	

 
２．掲載内容  

建設業許可(◎：許可有り)	 	 	 ◎	

LAM 認定(LAN：LAN 認定会社)	 	 LAN	

会員名	 	 	 	 	 	 	 	 ○○○○会社	

支店名	 	 	 	 	 	 	 	 ○○支店	

代表者名	 	 	 	 	 	 	 ○○○○	

業務内容（※全角で４８文字以内）	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 電気通信工事、ＬＡＮ設計・施工・保守	

主な取引先（※全角で９文字以内）	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ○○○○、○○○○	

郵便番号	 	 	 	 	 	 	 104-0042	

所在地	 	 	 	 	 	 	 	 中央区入船 2-9-5	 HK ビル 5F	

電話番号	 	 	 	 	 	 	 (03)5244-9700	

ＩＰ番号	 	 	 	 	 	 	 (03)3360-2588	

ＦＡＸ番号	 	 	 	 	 	 (03)5244-9711	

ホームページＵＲＬ	 	 http://kanto.itca.or.jp/	

	

３．協会担当者のご確認 

	 	 協会担当者名	 	 	 	 	 ○○○○	

	 所属部課名	 	 	 	 	 	 ○○部	

	 送信先メールアドレス	 kanto@itca.or.jp	

	

本調査の問合せ先 ： （一社）情報通信設備協会 事務局  電話 ０３－５５４３－２２５０ 

所属地方本部：関東     会員 No：○○○○○○○  

104-0042 

東京都中央区入船２－９－５ 

ＨＫビル５F 

 

一般社団法人 情報通信設備協会 

関東地方本部 事務局 

会員名簿掲載内容調査票係 行 

 

返 信 封 筒 の 宛 先 に な り ま す の

で、宛名が見えるように入れてく

ださい。 

ビル名をご記入ください。 

平成 30 年度「会員名簿掲載内容調査票」（サンプル）
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本部研修　INFORMATION

平成30年度本部研修開催一覧
初級ネットワーク技術者研修 e-ラーニング版［情報ネットワークプランナー資格認定試験］

本学習コースは、e-ラーニング・Web 試験ですので、自宅等でマイペースに受講できます。
アライドテレシスアカデミー㈱が実施する認定規格「Certified AlliedTelesis Technician（CAT）」と同資格です。（全学習時間約 2.5
～ 3 時間）
受講料（Web 試験１回分・資格認定料・消費税込み）：会員 14,040 円　非会員 21,060 円

中級ネットワーク技術者研修（２日間）［情報ネットワークプランナー・マスター資格認定試験］

本学習コースは研修会場で受講後、各自で Web 試験を受けて頂きます。
受講料（Ｗｅｂ試験 1 回分・資格認定料・消費税込み）：会員 43,200 円　非会員 57,240 円

開催地 開催日程 募集人数 研修会場

東　京 11 月28日（水）～ 29日（木） 10 東京都品川区 AT 東京

名古屋 10 月24日（水）～ 25日（木） 10 名古屋市東区 AT 名古屋

金　沢 9 月26日（水）～ 27日（木） 10 金沢市 金沢流通会館

広　島 10 月 3 日（水）～ 4 日（木） 8 広島市中区 ＡＴ広島

仙　台 9 月12日（水）～ 13日（木） 10 仙台市青葉区 AT 仙台

※研修会場は AT（アライドテレシス㈱）または別会場。
無線ＬＡＮ技術研修（1日間）［情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格認定試験］

本学習コースは、研修会場で受講後、各自で Web 試験を受けて頂きます。
受講料（Ｗｅｂ試験 1 回分・資格認定料・消費税込み）：会員 32,400 円　非会員 48,600 円

開催地 開催日程 募集人数 研修会場

東　京 11 月30日（金） 10 東京都品川区 ＡＴ東京

名古屋 10 月26日（金） 10 名古屋市東区 ＡＴ名古屋

金　沢 9 月28日（金） 10 金沢市 金沢流通会館

広　島 10 月 5 日（金） 8 広島市中区 ＡＴ広島

仙　台 9 月14日（金） 10 仙台市青葉区 ＡＴ仙台

※研修会場は AT（アライドテレシス㈱）または別会場。
中級NW＆無線 LAN一括研修（３日間）

［情報ネットプランナー・マスターと情報ネットワークプランナー・ワイヤレス資格認定試験］

本学習コースは、研修会場で受講後、各自で Web 試験を受けて頂きます。
受講料（Ｗｅｂ試験 2 回分・資格認定料・消費税込み）：会員 64,800 円　非会員 95,040 円

開催地 開催日程 募集人数 研修会場

東　京 11 月28日（水）～ 30日（金） 5 東京都品川区 ＡＴ東京

名古屋 10 月24日（水）～ 26日（金） 5 名古屋市東区 ＡＴ名古屋

金　沢 9 月26日（水）～ 28日（金） 5 金沢市 金沢流通会館

広　島 10 月 3 日（水）～ 5 日（金） 5 広島市中区 ＡＴ広島

仙　台 9 月12日（水）～ 14日（金） 5 仙台市青葉区 ＡＴ仙台

※研修会場は AT（アライドテレシス㈱）または別会場。
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地方本部研修・セミナー　INFORMATION

信越

にいがた・技のにぎわいフェスタ2018
日程 平成 30 年 11 月11日（日） 定員 当日ブースに立ち寄りの方がた全員
時間 10:00 ～ 15:30 受講料 無料

会場 新潟県上越市　リージョンプラザ上越　　　　　　
　（上越市下門前 446-2）

申込み
方法 当日会場で受付します。

実演
内容

優れた技能の重要性と、その魅力を次世代を担う若者
（特に小・中・高校生）を中心に広く周知し、ものづ
くり尊重の機運を醸成するため、優れた技の体験教
室や名工の技の実演を核としたイベント

問合
せ先

一般社団法人情報通信設備協会信越地方本部　
事務局　TEL:025-279-5655

対象者 一般・小・中・高校生

関東

平成３０年度第２回工事担任者（ＡＩ・ＤＤ総合種）取得研修

日程
基礎コース　平成30年10月10日（水）1日間
技術コース　平成30年10月11日（木）1日間
法規コース　平成30年10月12日（金）1日間

定員 各コース10 名

時間 各コース　9：00 ～ 17：00 受講料 1コース
会員　12,960 円 非会員 16,200 円（教材費・税込）

会場
U-AXISビル 2 階 BCC（ビジネス･コミュニケーショ
ン･ センター）

（東京都中央区入船 2-2-14）
申込み
方法

関東 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

研修
内容

基礎コース（対象者）試験科目の基礎を受験する方
技術コース（対象者）試験科目の技術を受験する方
法規コース（対象者）試験科目の法規を受験する方

（注）現在、AI・DD総合種の科目合格が無い方は全
コース受講して下さい。

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は関東地方本部ホームページをご覧ください。

（http://kanto.itca.or.jp）

関東

平成３０年度経営革新セミナー
日程 平成 30 年 11 月16日（金） 定員 20 名
時間 9：00 ～ 17：00 受講料 会員 21,600 円 非会員 27,000 円（教材費・税込）

会場
U-AXISビル 2 階 BCC（ビジネス･コミュニケーショ
ン･ センター）

（東京都中央区入船 2-2-14）
申込み
方法

関東 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、下
記へ FAX でお申込み下さい。
FAX 送付先：03-5244-9711

研修
内容

このセミナーでは、不確実性の高い経営環境を見据
え、中堅幹部等の方々のために、
これからの環境変化のリスクとチャンスを踏まえ、変化
に適応するこれからのマネジメントの要諦を押さえ、業
績基盤の構築等を習得します。

問合
せ先

関東地方本部事務局
TEL:03-5244-9700　FAX:03-5244-9711
※詳細は関東地方本部ホームページをご覧ください。

（http://kanto.itca.or.jp）

対象者 経営者、役員、幹部（候補）、管理職等

東海

工事担任者受験対策講座（ＤＤ３種）
日程 平成 30 年 10 月3日（水） 定員 １日コース　15 名

時間 9：00 ～ 17：00 受講料 会員　16,200 円（教材費・税込）
一般　21,600 円（教材費・税込）

会場 名古屋企業福祉会館
（名古屋市中区大須 2-19-36）

申込み
方法

東海 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、
9月14日（金）までに下記へFAXでお申込み下さい。
FAX 送付先：052-261-2177

研修
内容

工事担任者資格「ＤＤ３種」に関する基礎・技術・
法規についての合格対策研修です。

問合
せ先

東海地方本部事務局
TEL:052-241-1989　FAX:052-261-2177
※詳細は東海地方本部ホームページ（http://
www.itca.or.jp/toukai）をご覧ください。

東海

工事担任者受験対策講座（ＡＩ・ＤＤ総合種）
日程 平成 30 年 10 月4日（木）～ 10 月5日（金） 定員 ２日コース　15 名

時間 9：00 ～ 17：00 受講料 会員　23,760 円（教材費・税込）
一般　32,400 円（教材費・税込）

会場 名古屋企業福祉会館
（名古屋市中区大須 2-19-36）

申込み
方法

東海 HPより「申込書」を印刷して記入のうえ、
9月14日（金）までに下記へFAXでお申込み下さい。
FAX 送付先：052-261-2177

研修
内容

工事担任者資格「ＡＩ・ＤＤ総合種」に関する基礎・
技術についての合格対策研修です。

問合
せ先

東海地方本部事務局
TEL:052-241-1989　FAX:052-261-2177
※詳細は東海地方本部ホームページ（http://
www.itca.or.jp/toukai）をご覧ください。
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関　西

日程 平成 30 年 6 月28日（木）29日（金） 時間 　9：15 ～ 16：00研修名 ポリテクセンター関西（摂津市三島1-2-1）
「光融着研修」を開催し、会員企業様 4 社から7 名にご参加い
ただきました。この研修は、ポリテク関西で行われている能力開発
セミナーの一環で、ポリテク関西での名称は『光ファイバー通信
の実践的構築・測定技術』と呼ばれています。光ファイバーの基
礎知識から接続技術の習得まで講義と実践を2日の間にマスター
していただきました。

6月18日の大阪府北部地震から10日が経っていましたが、研修
会場の最寄り駅『大阪モノレール攝津駅』のエスカレーターは止まっ
たままで使用中止になっていました。ポリテク関西の事務所内も「ま
だ片付けに追われています」と、事務所の方のお話でした。この
状況にもかかわらず、7 名が予定通り受講してくれました。

地方本部 　イベント報告

関西

後期・工事担任者対策講座
日程 平成30年10月2日（火）・9日（火）・23日（火）・11月6日（火）・22日（木）　　　　定員　　8名
時間 9：30 ～ 17：00 受講料 会員 54,000 円 非会員 81,000 円（教材費・税込）

会場  ITCA 関西地方本部　会議室　　　　　　　　
（大阪市西区江戸堀 1-23-13 肥後橋ビル 3 号館）

申込み
方法

関西ＨＰより「申込書」を印刷して記入のうえ、9 月
11日（火）までに下記へ FAX でお申込下さい。
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

秋の工事担任者試験に向け受講者のレベルアップを
図り、試験の合格を目指します。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
詳細は関西地方本部ホームページをご覧下さい
http://www.itca.or.jp/kansai2/

対象者 工事担任者試験を受験される方。

関西

後期・職長安全衛生責任者教育研修
日程 平成 30 年 10 月11日（木）～ 12日（金） 定員 8 名
時間 9：15 ～ 17：00 受講料 会員 13,700 円 非会員 21,800 円（教材費・税込）

会場 大阪府立芦原高等職業技術専門校　　　　　　
（大阪市浪速区木津川 2-3-15）

申込み
方法

関西ＨＰより「申込書」を印刷して記入のうえ、9 月
20日（木）までに下記へ FAX でお申込下さい。
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

労働安全衛生法第 60 条で定める建設業の職長教
育、安全衛生責任者教育を行い、労働災害を防止
することを目的とします。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
詳細は関西地方本部ホームページをご覧下さい
http://www.itca.or.jp/kansai2/

対象者 職長・安全衛生責任者に選任予定の方。

関西

後期・光融着研修
日程 平成 30 年 10 月29日（月）～ 30日（火） 定員 8 名
時間 9：15 ～ 16：00 受講料 会員 22,680 円 非会員 34,020 円（教材費・税込）

会場 ポリテクセンター関西　　　　　　　　　　　　　
（大阪府摂津市三島 1-2-1）

申込み
方法

関西ＨＰより「申込書」を印刷して記入のうえ、10
月5日（金）までに下記へ FAX でお申込下さい。
FAX 送付先：06-4256-7156

研修
内容

最新の光心線融着設備を活用し、光ファイバー基礎
知識・接続技術、模擬線路製作による融着接続・
損失測定、光施工事例を踏まえ、技術を習得します。

問合
せ先

関西地方本部事務局
TEL:06-4256-7155　FAX:06-4256-7156
詳細は関西地方本部ホームページをご覧下さい
http://www.itca.or.jp/kansai2/

対象者 光ファイバーの基礎知識から接続技術までを習得したい方。

九州

九州地方本部	製品説明会
日程 平成 30 年 11 月16日（金） 定員 ３０名程度
時間 14：00 ～ 19：00 参加料 無料

会場 タカクラホテル福岡　　　　　　　　　　　　　
　　　　（福岡県福岡市中央区渡辺通 2-7-21）

申込み
方法

九州地方本部事務局に申込書を請求　　　　
TEL:092-584-5111 FAX:092-584-5115　　　　　
メール :doi087@kyuoki.co.jp

説明
内容

サンテレホン株式会社、株式会社 髙文、ダイコー通
産株式会社による最新の製品を紹介して頂きます。

問合
せ先

九州地方本部事務局　
TEL:092-584-5111 FAX:092-584-5115
メール :doi087@kyuoki.co.jp
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総務財務委員会
委員会役職 氏名 本部役職 地方役職等 会社名
委員長 井上　新一 副理事長 東海地方本部長 第一電話設備㈱
副委員長 阿部　准定　 理事 九州地方本部長 ㈱キューオキ
委員 今井　秀昭 理事 関東地方本部長 東邦通信工業㈱
委員 高橋　正和 関東地方幹事 神田通信機㈱
委員 酒井　章治 東海地方幹事 一宮電話興業㈱
委員 岸村　智志 関西地方副本部長 三和通信工業㈱
委員 関東　範一 東北地方本部 ㈱エボットサービス

広報委員会
委員会役職 氏名 本部役職 地方役職等 会社名
委員長 栩谷　晴雄 副理事長 関西地方本部長 大和電設工業㈱
副委員長 松山　仁 理事 関東地方副本部長 日本通信設備㈱
委員 山田　恭郎 東海地方副本部長 三友電子㈱
委員 松本　正幸 関西地方副本部長 ㈱岩通サービスセンター
委員 渡邊　秀治 四国地方副本部長 ㈱イオタオーエーシステム

教育委員会
委員会役職 氏名 本部役職 地方役職等 会社名
委員長 藤田　義明 理事 東海地方副本部長 ㈱ＴＴＫ
副委員長 長谷川　浩正 理事 関東地方副本部長 日興テクノス㈱
委員 塚本　豊 関東地方幹事 レイコム㈱
委員 河内　康志 信越地方幹事 北陸電々㈱
委員 西部　伸治 東海地方本部 ㈱テレコムメイワ
委員 髙木　健 関西地方幹事 タカギエレクトロニクス㈱
委員 森山　孝 中国地方幹事 大成ナグバス㈱

業務委員会
委員会役職 氏名 本部役職 地方役職等 会社名
委員長 今井　秀昭 理事 関東地方本部長 東邦通信工業㈱
副委員長 髙瀬　幸雄 理事 関東地方幹事 埼玉アンテナシステム㈱
委員 石田　延章 信越地方幹事 石田通信機㈱
委員 恒川　純次 東海地方監事 朝日電気工業㈱
委員 田中　優治 北陸地方副本部長 かがつうシステム㈱
委員 吉本　幸男 理事 関西地方常任幹事 エフビットコミュニケーションズ㈱
委員 竹中　光 中国地方副本部長 伍永通信㈱
委員 麓　　譲 四国地方監事 エース電子サービス㈱
委員 阿部　准定　 理事 九州地方本部長 ㈱キューオキ
委員 東條　英紀 東北地方幹事 東條テレコム㈱
委員 池田　昌和 北海道地方副本部長 扶桑電通㈱　北海道支店

平成30年度　委員会名簿

次のとおり平成30年度の常設委員会メンバーをご紹介します。
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ITCA事業施策状況一覧
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最新機器を直接体験できる	  
本社ショールーム	  

セキュリティ等	  
各種セミナーを	  
無料料開講！	  
（お取引中の販売店様限定）	  

【横浜営業所】	  
【北北関東営業所】	  
【札幌営業所】	  

045-‐‑‒333-‐‑‒7211	  
048-‐‑‒645-‐‑‒1431	  
011-‐‑‒611-‐‑‒1711	  03-‐‑‒3271-‐‑‒5151	   03-‐‑‒3281-‐‑‒7000	  

【本社】〒104-‐‑‒0031	  東京都中央区京橋	  2-‐‑‒2-‐‑‒1	  
京橋エドグラン	  27階	  

取扱製品・ソリューションに関する最新情報は…	  http://www.idknet.co.jp	  

映像・⾳音声コミュニケーション機器、ネットワーク機器・	  
ネットワーク部材、セキュリティに関するご相談はぜひ⽯石渡電気へ！	  

新広告データ	  

WEBサイトでは	  
各種キャンペーン	  
新製品情報など	  
毎⽇日更更新中！	  
（http://www.idknet.co.jp）	  

IT構築・運用サービスのパートナーをお探しの皆様へ

株式会社レイコム TEL：03-3288-0130 FAX：03-3288-0170 (担当：松尾・児玉)
〒101-0061東京都千代田区神田三崎町2-22-8 梨本ビル3階 http://www.laycom.co.jp  E-Mail：information@laycom.co.jp

①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。

②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。

インフラ設計・構築・保守まで一括サポートいたします

＆
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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4-10-40 カジウラテックスビル2階 TEL 052-241-1989 toukai@itca.or.jp

北陸地方本部 〒920-8515
 

金沢市問屋町1-65 ㈱ほくつうビル内  TEL 076-238-8384 hokuriku@itca.or.jp

関西地方本部 〒550-0002
 

大阪市西区江戸堀1-23-13 肥後橋ビル3号館405号室 TEL 06-4256-7155 kansai@itca.or.jp

中国地方本部 〒734-0007
 

広島市南区皆実町1-10-2 ㈱ソルコム皆実町ビル1F TEL 082-569-9972 cyugoku@itca.or.jp

四国地方本部 〒791-8013
 

松山市山越3-15-15 NTT山越北ビル  TEL 089-911-1600 sikoku@itca.or.jp

九州地方本部 〒811-1302
 

福岡市南区井尻4-28-18 ㈱キューオキ 内 TEL 092-592-8881 kyushu@itca.or.jp

東北地方本部 〒980-0821
 

仙台市青葉区春日町6-1 白鳥ビル203号室 TEL 022-221-4772 tohoku@itca.or.jp

北海道地方本部 〒064-0920
 

札幌市中央区南20条西10-3-5 ㈱つうけん南ビル内 TEL 011-733-5005 hokkaido@itca.or.jp

本号の特集は、9月1日の「防災の
日」に合わせて日頃忘れがちな「消火
器」をご紹介しました。古くなって腐食
が進んだ消火器は危険ですので早め
に処分をされた方が良いと思います。
我が家でも有効期間が過ぎた消火器
がありましたので買い替えをしました
が、ホームセンター等で購入する際に
引き取ってもらえることがありますので
販売店に確認をしてみてください。
　また消火器だけではなく、災害に備
えた備蓄・水の消費期限等を確認し
て、一年に一度は点検時期を設けま
しょう。東京都は、家族で備蓄の確認
するきっかけとなるよう「1年に1度はび
ち（1）く（9）の確認」ということで、11月
19日を「備蓄の日」として設けています。

（編集委員）

編集後記

編集委員長
　栩谷　晴雄

編集委員
　松山　仁
　山田　恭郎
　松本　正幸
　渡邊　秀治
　山内　明
　花園　和幸
　飯塚　栄
　坂口　麗子

通信委員
　青海　宏
　濱田　雅春
　指江　雅夫
　江見　重和
　渡辺　博明
　上原　昇
　阿部　准定
　佐々木勝夫
　笹原　弘志

有楽町線
新富町駅
有楽町線
新富町駅

築地

HKビルHKビル
り
通
橋
大
新

中央小学校北

佃大橋西

セブンイレブンセブンイレブン ローソンローソン

銀座 中央小学校中央小学校

出口出口7

出口出口6

出口出口A2

ローソンローソン

出口出口5

八丁堀駅八丁堀駅

線
谷
比
日

線
谷
比
日

線
谷
比
日

京葉線京葉線

東京メトロ 有楽町線　新富町駅徒歩５分
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




