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会員加入状況
（１月１日現在）

正 会 員 ３０
賛 助 会 員 １９社

会員募集中︕︕
お知り合いの方に加入の呼
びかけやご紹介をお願いい
たします。 

ご協⼒ください
会員の皆様のご紹介を
させていただいており
ます。 
順番に原稿を依頼させ
ていただきますので、
ご協⼒のほど、よろし
くお願いいたします。
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会員企業紹介
 

 

 
 

 

 
 

２０１８年の年頭に当た
り、謹んで新年のご挨拶を申
し上げます。

昨年は、海外ではトランプ
⼤統領の就任、北朝鮮問題な
ど騒がしい１年でした。

国内では景気回復が続き、
バブル期を抜く⻑さに達しま
した。その結果、有効求人倍
率は１倍を越え、この状況が
今後も続きそうです。団塊世
代が７０歳に達し、現役引退
が増加するなど労働需給が逼
迫し、その状況に対応すべく
省⼒化・⾃動化を目的とする
設備投資が増加しています。
メガバンクではＡＩ導入によ
る従業員１万９千人削減な
ど、ＡＩ、ＩｏＴ、ＲＰＡ
（Ｒｏｂｏｔｉｃ
ｅｓｓ 
用したホワイトカラー分野へ

 “ＸＥＲＯＸ”が誕生して約半世紀。ゼロックスの一員として、私たちの担当する仕事の本質
ハード＆ソフト、システムの提案と、高品質なサービスの提供を通じて、「お客様の
トの価値を創造していくことです。
最近では、各種補助⾦制度（ものづくり補助⾦・ＩＴ導入補助⾦・軽減税率対策補助⾦等）の
動を展開し、お客様の経営⼒向上計画書の申請からご⽀援を実施させていただいてお
また、当社は創⽴３３年目を迎え、創⽴３０周年の節目に記念事業プロジェクトとして社員み
作った新ビジョン『
“わくわく、いきいき、きらきら”と活気に満ちています。
今後も『

■代表者
■所在地
■ＴＥＬ
■ＦＡＸ
■ＵＲＬ
■⾃社オリジナル商品

ドキュメントハンドリング・ソフトウェア
Web 統合情報管理システム
⽂書管理クラウドサービス
フルカラーデジタル複合機
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２０１８年の年頭に当た
り、謹んで新年のご挨拶を申
し上げます。 

昨年は、海外ではトランプ
⼤統領の就任、北朝鮮問題な
ど騒がしい１年でした。

国内では景気回復が続き、
バブル期を抜く⻑さに達しま
した。その結果、有効求人倍
率は１倍を越え、この状況が
今後も続きそうです。団塊世
代が７０歳に達し、現役引退
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迫し、その状況に対応すべく
省⼒化・⾃動化を目的とする
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 Automation
用したホワイトカラー分野へ

“ＸＥＲＯＸ”が誕生して約半世紀。ゼロックスの一員として、私たちの担当する仕事の本質
ハード＆ソフト、システムの提案と、高品質なサービスの提供を通じて、「お客様の
トの価値を創造していくことです。
最近では、各種補助⾦制度（ものづくり補助⾦・ＩＴ導入補助⾦・軽減税率対策補助⾦等）の
動を展開し、お客様の経営⼒向上計画書の申請からご⽀援を実施させていただいてお
また、当社は創⽴３３年目を迎え、創⽴３０周年の節目に記念事業プロジェクトとして社員み
作った新ビジョン『SMILE to Excellent Company
“わくわく、いきいき、きらきら”と活気に満ちています。
今後も『SMILE』をモットーに山口県地域社会に根ざした企業を目指して参ります。

■代表者 代表取締役社⻑
所在地 山口市⼩郡⻩⾦町
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会員企業紹介 わが社の⾃慢を紹介します
 

の⾃動化の波が押し寄せ、働
き方の変化が起きてきまし
た。今後、さらにこの傾向は
加速し、ＩＴ業界に
対応を急がなければなりませ
ん。

そのような状況の中、山口
県情報産業協会におきまして
は、講演・セミナーの実施、
受託事業（サイバーセキュリ
ティ対策事業、情報サービス
産業⽀援、衛星リモートセン
シング産業応用調査事業な
ど）、後援・協賛事業（ＪＡ
ＸＡ関連事業など）、様々な
情報提供、会員相互交流事業
（スポーツ⼤会、賀詞交歓会
など）の実施を通じて、会員
皆様の技術⼒向上を目指すと
ともに会員間の共創を図って
まいります。

今年も引き続き、会員の皆
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が増加するなど労働需給が逼
迫し、その状況に対応すべく
省⼒化・⾃動化を目的とする
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最近では、各種補助⾦制度（ものづくり補助⾦・ＩＴ導入補助⾦・軽減税率対策補助⾦等）の
動を展開し、お客様の経営⼒向上計画書の申請からご⽀援を実施させていただいてお
また、当社は創⽴３３年目を迎え、創⽴３０周年の節目に記念事業プロジェクトとして社員み
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シリーズ 

山口株式会社

■事業内容
・カラーレーザープリンター、カラー

複合機／複写機、モノクロ複合機／
複写機、モノクロレーザープリン
ター、エンジニアリング商品、ネッ
トワーク関連商品等、その他ＯＡ商
品の販売および保守サービス

発⾏⽇２０１８
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わが社の⾃慢を紹介します
 

様とともに県内情報産業発展
のため努⼒してまいりたく存
じておりますので、より
のご協⼒・ご⽀援を賜ります
よう、よろしくお願い申し上
げます。 

最後に、会員
幸をお祈り申し上げまして、
ご挨拶とさせて頂きます。

“ＸＥＲＯＸ”が誕生して約半世紀。ゼロックスの一員として、私たちの担当する仕事の本質
ハード＆ソフト、システムの提案と、高品質なサービスの提供を通じて、「お客様の満⾜度」というソフ
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動を展開し、お客様の経営⼒向上計画書の申請からご⽀援を実施させていただいております。
また、当社は創⽴３３年目を迎え、創⽴３０周年の節目に記念事業プロジェクトとして社員み

』のもと、営業職で活躍している⼥性も多く、社内は

』をモットーに山口県地域社会に根ざした企業を目指して参ります。 
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■事業内容 
カラーレーザープリンター、カラー
複合機／複写機、モノクロ複合機／
複写機、モノクロレーザープリン
ター、エンジニアリング商品、ネッ
トワーク関連商品等、その他ＯＡ商
品の販売および保守サービス

８．１  第１９号

（一社）山口県情報産業協会
会⻑  光⻑ 
（株）アイテックス

 代表取締役

わが社の⾃慢を紹介します 

様とともに県内情報産業発展
のため努⼒してまいりたく存
じておりますので、より一層
のご協⼒・ご⽀援を賜ります
よう、よろしくお願い申し上

最後に、会員皆様方のご多
幸をお祈り申し上げまして、
ご挨拶とさせて頂きます。 

“ＸＥＲＯＸ”が誕生して約半世紀。ゼロックスの一員として、私たちの担当する仕事の本質は、先進の
満⾜度」というソフ

最近では、各種補助⾦制度（ものづくり補助⾦・ＩＴ導入補助⾦・軽減税率対策補助⾦等）の活用⽀援活
ります。 

また、当社は創⽴３３年目を迎え、創⽴３０周年の節目に記念事業プロジェクトとして社員みんなで考え
性も多く、社内は
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トワーク関連商品等、その他ＯＡ商
品の販売および保守サービス 
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 ＹＩＩＡ 開催イベント報告 
「フリーランスとしてどう生きる」講座開催 

   

第１１回ゴルフコンペ開催 

 

  

スポーツ⼤会開催 
   

   

その他（後援⾏事・会議出席等ご報告） 
   

事務局からのお知らせ 
   

 

上位チーム 
 優  勝  ＹＧＸチームＡ 
 準優勝  フレッツ・隼 
 ３  位  ＴＪＳ－Ｂ 
中位チーム 
 優  勝  ＴＪＳ－Ａ 
下位チーム 
 優  勝  ＵＩＳ 忖度 

 
富士ゼロックス山口（株） 
ＮＴＴ⻄日本（株）山口⽀店 
（株）トクヤマ情報サービス 
 
（株）トクヤマ情報サービス 
 
（株）宇部情報システム 

１０月１５日（日）、宇部７２カントリー
クラブ「阿知須コース」において、９名の方
にご参加いただき、開催いたしました。 

この度は、いつもの晴れ男パワーを上回る
⾬男か⾬⼥の方がいらっしゃったようで、⼤
⾬の中の開催となりました。弊協会元事務局
⻑は⾒事に風邪をひいて、翌日は、体調不良

でフラフラになっておりました(^ ^;) 

次回は、良い天気に恵まれ、このコン
ペがより良い交流の場となりますよう、
今までご参加いただけなかった会員様に
もぜひ、ご参加いただければと思いま
す。 

 １１月１６日（土）山口南総合センターに
おいて、恒例のスポーツ⼤会を開催いたしま
した。１３社２５チーム１７６名の方にご参
加いただきました。 
 
 今回は、１社様が初参戦されました。⼤会
の雰囲気、参戦結果等はいかがでしたでしょ
うか。 

さて、今年度は、どうやら、強豪チームが

９ 月 ２ ２ 日 （ ⾦ ） 、 １ ０ 月 ２ ０ 日
（⾦）、１０月２７日（⾦）の３日間、山
口市ｍｉｒａｉ３６５において、フリーラ
ンスの方、フリーランスを目指す方の為の
講座を開催いたしました。 

この講座では、ｍｉｒａｉ３６５を拠点
に、ＹＩＣビジネスアート専門学校と下関
のカラスタを結んで講座を⾏いました。し
かし、機器の接続がうまくいかず、参加者

の皆様、講師を引き受けてくださった、
（有）Ｃｅｌｅｓｔｉａｌｅ 代表取締役 
山口玲央様に⼤変なご迷惑をおかけしてし
まいました。申し訳ありませんでした。 

３回目にしてようやく、接続がうまくい
き、望んでいた環境で講義を⾏っていただ
くことができました。今回のことが、次に
つながるように努⼒して参りたいと思いま
す。 

７月５日，６日 
 ＪＡＸＡ第３回研究会、 
  ワーキング会議 
（於:産業技術ｾﾝﾀｰ） 

 
７月２１日 
 九州豪⾬災害調査の速報会 
（於:山口⼤学工学部） 

９月１４日 
 ＪＡＸＡ第４回研究会 
（於:産業技術センター） 
 
９月２６日 
 ＪＡＸＡワーキング会議 
（於:下関水産⼤学校） 

１０月２６日 
 ＮＴＴコレクション 
（於:福岡国際センター） 
 
１０月２８日 
 ビジネスメッセ 
（於:周南ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ） 
 

１１月１０日 
 ＩＰＡセミナー 
（於:セミナーパーク） 

（一社）山口県情報産業協会 
 宇部市⻄岐波区宇部臨空頭脳パーク１番 
  株式会社 エイム 内 

TEL/FAX︓0836-51-9525 
E-mail︓yiiajim@yiia.org 
URL︓http://www.yiia.org/ 

 

予選で同じグループになってしまったよう
で、事務局の故意による組合せとの憶測が
流れたようですが、公正なグループ分けで
ありましたことを、声を⼤にして申し上げ
ます(>_<) 
 
といった波乱はありましたが、今年度も皆
様にご協⼒いただき、無事開催することが
できました。ありがとうございました。 

ＮＴＴ西日本のみなさん 

富士ゼロックス山口のみなさん 

 協会事務局は、会⻑のおられる（株）エイ
ム様の１室をお借りして運営してまいりまし
たが、社屋増築工事に伴い、お借りしていた
部屋が使用できなくなりました。そのため、
事務局は３月まで各⾃、⾃宅にて対応するこ
とになりました。 

この対応として、事務局の電話は事務員に転
送し、事務局⻑への連絡は、事務局⻑から折
り返し連絡するようになります。できるだけ
対応していきたいと思っておりますが、事務
員の都合により、事務局への電話に出られな
い状況も多々あると思われます。会員の皆様

には⼤変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒
ご了承くださいますようお願い申し上げま
す。 
 なお、メールにつきましては、今まで通り
対応いたします。今後ともよろしくお願いい
たします。 


