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第１２期ＩＳトップ・フォーラムのご案内
～グローバル時代に生き残り、働き甲斐のある

日本のＩＴ業界の発展方向を考える～

会員募集のご案内

日本の情報サービス業の発展方向を真摯に探

求してまいりました、情報サービス業トップのた

めの研究会「ＩＳトップ・フォーラム」は、昨年、

図表１の研究をいたしました。いずれもご参加の

皆様に大きなインパクトを与えるもので、大変な

好評をいただきました。

今年度もほぼ同じ方法で継続することになり

ました。テーマの候補等は次ページをご参照くだ

さい。運営方針等は以下のとおりでございます。

ご発表者からの一方通行ではなく、質疑・意見交

換の時間もたっぷりあり、ご納得いただくことが

可能です。

ＩＳトップ・フォーラム

①会員は年間固定制のみではなく、つど募集方式

との併用とします。

②正会員は社長のほか会長も対象とさせていただ

きます。

③正会員のご同伴者は、副会員としてご参加いた

だきます。

④研究テーマは、皆様のご希望とトップのご関心

事に基づき、旬のテーマを選定してまいります。

⑤開催日は年間を通して事前決定で、原則として

奇数月の第３木曜日とさせていただきます（第

１回と第６回は例外）。

運営方針
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この研究会は、社長様のお立場で社長様の関心事を積極的に研究いただく会でございますが、

ご参加者同士が非常に親しくなっていただけるのも特徴でございます。ご参考までに、これまで

のご参加企業を図表２に掲げました。

つど開催案内もお送りいたしますが、ご参加者同士の交流がより深まる年間会員へのお申し込

みをお待ちしております。

目次に戻る案内参照

図表１ ２００７年度研究テーマ一覧

№ テーマ ご発表者

第１回 富士通における生産革新への取り組み
富士通㈱

経営執行役生産革新本部長 宮田一雄 様

第２回 システム開発の危機と対応
ＧＩＳコンサルティング㈱

代表取締役社長 工藤秀憲 様

第３回
システム開発における

品質保証機能の抜本的強化策
㈱日立システムアンドサービス
品質保証部品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄＧ 主任技師 下山一樹 様

第４回
“縁の下の力持ち”から
“イノベーション”の表舞台へ

カシオ計算機㈱
執行役員業務開発部長 矢澤篤志 様

第５回
トヨタ生産方式から

日本のソフトウエア業は何を学ぶべきか
名古屋工業大学客員教授（トヨタ社友）

黒岩 恵 様

第６回
ＴＩＳ㈱㈱インテックホールディングス共同持株会社設
立による経営統合について

ＴＩＳ㈱
代表取締役社長 岡本 晋 様

http://www.newspt.co.jp/data/info/is/is12_01.html
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr81/mr81.html
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図表２ ＩＳトップ・フォーラム過去１１年のご参加企業（社名５０音順）
№ 社 名 № 社 名
1 ㈱アークウェイ 31 ㈱帝人システムテクノロジー★
2 ㈱アイ・ティ・イノベーション 32 ㈱データサービス
3 ＩＴエンジニアリング㈱ 33 ㈱データ総研
4 アイピー・テレコム㈱ 34 ㈱テック・インデックス
5 旭化成情報システム㈱ ★ 35 鉄道情報システム㈱
6 アドバンスト・アプリケーション㈱ 36 ㈱テプコシステムズ
7 ㈱アルゴ 21 37 ㈱電算
8 ㈱アルファ情報システムズ★ 38 東京システム開発㈱
9 イー・コマース・テクノロジー㈱ 39 東電コンピュータサービス㈱★
10 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 40 ㈱東洋情報システム★
11 ㈱宇部情報システム 41 ㈱東レシステムセンター
12 AJS㈱ 42 トーメン情報システムズ㈱★
13 ＳＥＴソフトウェア㈱ 43 トランス・コスモス㈱
14 NEC ソフト㈱ 44 ニスコム㈱
15 ＮＥＣテクノサービス㈱★ 45 日産車体コンピュータサービス㈱★
16 ＮＥＣネクサソリューションズ㈱ 46 日商岩井インフォコムシステムズ㈱★
17 カテナ㈱ 47 日石情報システム㈱★
18 キーウェアソリューションズ㈱ 48 日本コンピュータ・ダイナミクス㈱
19 コラボレーティブ･ブレイン㈱ 49 ビーコンシステム㈱
20 コンピューターマネージメント㈱ 50 富士フイルムコンピュータシステム㈱
21 ㈱ジェーエムエーシステムズ 51 ㈱プライム・システムズ
22 ジョルダン㈱ 52 ㈱平和情報センター
23 ㈱ズイット 53 丸紅情報システムズ㈱
24 ㈱数理技研 54 丸紅ソフトウェア㈱★
25 ソピア㈱ 55 三井情報開発㈱★
26 ソフトウェアジェネレーション㈱ 56 三井造船システム技研㈱
27 ㈱第一勧銀情報システム★ 57 明生システムサービス㈱★
28 ㈱大成情報システム 58 ﾔﾏﾊﾓｰﾀｰｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱
29 大日本印刷情報システム㈱ 59 横河インフォテック㈱★
30 ＴＩＳ㈱

★＝当時社名
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ＩＳトップ・フォーラム

ＩＳトップ・フォーラム２００８年度企画

総合

テーマ
日本のＩＴ業界の発展方向を考える！

「グローバル時代に生き残り、働き甲斐のある企業を目指す」

「グローバル時代に生き残り、働き甲斐のある

企業を目指す」仲間が集まって、日本のＩＴ

業界の発展方向をご研究いただきます。

ご発表者との交流、メンバ同士での交流を

図っていただいて、「将来」につなげてい

ただきます。

1

（研究テーマ候補）

サービス型ビジネス（SaaS 等）の動向

保守・運用ビジネスの革新

オフショア開発の成功モデル

システム再構築ビジネス

生産技術力強化

欧米情報サービス業界動向

ソフトウエア自動生成

米国ＳＩ業界事情

顧客満足度調査

工事進行基準

従業員満足度

4 運営方法（How）

標準的時間割は以下のとおりです。

14:00～15:00 別途テーマの研究（毎回事前決定）

15:00～16:30 研究テーマの講演・発表

16:30～18:00 質疑・意見交換

18:30～20:00 情報交換会

年会費制とつど会費制の併用といたし

ます。

【年会費制】年間６回分一括支払いで

 会長・社長様お１人参加 ：２４万円／１年

（会長・社長様ご欠席の場合は代理出席可能です）

同伴者とペアご参加 ：３０万円／１年

【つど会費制】１回ごとの会費支払いで

会長・社長様お１人参加 ：５万円／１回

同伴者とペアご参加 ：６万円／１回

※上記いずれも消費税別です。

2 研究内容（Ｗｈat）

研究の目的・ねらい（Ｗｈｙ）

原則としてメンバ以外から

テーマに合った方にお願いします。

6 ご発表者（Ｗｈo）

7 ご参加料金（How Much）

システム企画研修株式会社

ＩＳトップ・フォーラム事務局 近藤千穂

電話：03-3440-1800 FAX：03-3440-1799
E-Mail：kondoh@newspt.co.jp URL：http://www.newspt.co.jp

情報サービス業の会長・社長様とご同伴者

（資格等不問です）

会長・社長様に広くご案内いたします。

研究発表内容を直ちに実践可能とするため、

ご同伴者の参加を認めます。

ご同伴者はつど変更可能とします。

ご同伴者は情報交換会にもご参加可能です

（１０期までは不可でした）。

３ ご参加対象者（Ｗｈere）

年間６回開催

５月から翌年３月まで

原則は奇数月の第３木曜日

第 1 回：2008 年 5 月 29 日（木）

（※例外で第 5 木曜日）

第 2 回：2008 年 7 月 17 日（木）

第 3 回：2008 年 9 月 18 日（木）

第 4 回：2008 年 11 月 20 日（木）

第 5 回：2009 年 1 月 15 日（木）

第 6 回：2009 年 3 月 5 日（木）

（※年度末につき第 1 木曜日）

5 開催時期（Ｗｈen）


