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2015年新春賀詞交歓会を開催
自動認識技術者資格認定登録制度のご紹介
展示会と協会スケジュールのご案内
事務局だより

― 2015年新春賀詞交歓会を開催 ―
当協会では、平成27年1月21日（水）
、協会入居ビルの３階フロアー会場にて、新春賀詞交歓会を開催した。
当日は、
ご来賓関係省庁、会員企業、協会理事・監事、各関連団体、報道・出版などから、前年を上回る131名の方々
が出席された。

主催者の挨拶：代表理事会長 柵木充彦
2015年新春賀詞交換会を協会入居ビル3階の会場に
て、午後5時より開催した。
はじめに、主催者を代表して、代表理事会長の柵木充
彦が登壇 。「当協会も財務体質の改善を行い、改めて

スタート地点に立った。今後も自動認識関連の技術やソ
リューションにより、新たな付加価値を提供していけるよう
努力していきたい。機器から世の中を見るのでなく、世の
中を通じて機器を見るという考えで頑張ろう」と挨拶した。
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ご来賓のご挨拶：経済産業省 製造産業局 産業機械課 課長補佐

中山 和泉 様

続いて、ご来賓を代表して経済産業省 製造産業局
産業機械課 課長補佐 中山和泉様より「アベノミクスによ
り景気は上向きになっていると感じる。皆様の業界でも業
績を伸ばしている企業が多いのではないだろうか。行政
は、さらなる発展に役立てるよう政策を推進する」と、ご
挨拶を賜った。
その後、代表理事副会長の伊沢太郎より、会員企業
である、
（株）デンソーウェーブ社のQRコード開発チーム
が、昨年6月に開催された、欧州特許庁が主催する欧州
発明家賞において、日本で初めて、一般投票によって選
ばれる
“Popular Prize 賞”
を受賞され、このことは、当協
会、自動認識業界にとって、名誉な事であると挨拶した後、
併せて乾杯の発声で、新春賀詞交歓会が開宴した。
ご出席者は、おのおの情報交換や歓談を楽しんだ。
本年の新春賀詞交歓会には、ご来賓の関係省庁、会
員企業、協会理事・監事、各関係団体、報道・出版、協
会職員の出席者を合わせて131名様が出席され、前年を
大幅に上回る盛大なる賀詞交歓会となった。
宴もたけなわのころ、副会長兼専務理事の西田浩一
が登壇し、一本締めで中締めの音頭をとった。
その後も新春賀詞交歓会は続き、午後6時45分頃に散
会した。
本年の賀詞交歓会の司会は、事務局の小島英海が務
めた。
※ご来賓関係省庁
※会員企業
※理事・監事
※関連団体
※報道・出版
※その他関係者

2名様
82名様（44社）
15名様
14名様（7団体）
7名様（5社）
11名

乾杯の発声：代表理事副会長

伊沢 太郎
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■■ 新規入会会員様ご紹介
本会の中で、今期新たに入会された会員様をご紹介し、各企業様より、ご挨拶を頂いた。新規入会の会員様に対し、
ご出席者より、歓迎の拍手が送られた。

（株）
トッパンTDKレーベル 様

帝人（株）様

富士フイルムイメージングシステムズ（株）様

（株）宮川製作所 様

新規入会会員企業名

ご入会年月

（株）
トッパンTDKレーベル

H26年 3月

帝人（株）

H26年 3月

富士フイルムイメージングシステムズ（株）

H26年 5月

（株）宮川製作所

H26年 12月
（入会日順）
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■■ 新春賀詞交歓会の模様

中締めの音頭：副会長兼専務理事

西田浩一
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自動認識技術者
資格認定登録制度のご紹介
〜社会インフラとして様々な分野で活躍し、今後も更なる
発展が期待されている
「自動認識技術」
の資格試験〜
当協会では2004年より、自動認識技術者の資格認定登録制度を実施しております。特に基本技術者資格においては、
“業務経験に偏らない、幅広い知識の修得”や
“基礎知識の再確認”そして
“さらなるスキルアップ”
に、また
“社員教育・
研修の一助”
として、当協会の会員・非会員を問わず、多くの方に本資格認定登録制度をご活用いただいております。

目

的

自動認識技術者資格認定試験の実施

自動認識技術やシステムの導入・改善等の技術的ニー
ズに的確かつ迅速な対処ができるよう、エンジニアリング業
務・システム業務に従事する自動認識技術者の育成・増加
のため、当協会が資格認定登録を行うものです。

資格のグレードと対象者
■基本技術者資格
新入社員、中堅社員、学生等、自動認識技術に関する
基本的な知識の習得を目指す方。

■基本技術者資格（第25 回・第26回）
2日間の講習及び試験（受験のみも可）
本年度実施予定：2015 年 7月17、18日
		
：2015 年 10月16、17日
■ RFID 専門技術者資格（第10 回）
3日間の講習及び試験
本年度実施予定：2015 年 11月26〜28日（講習）
		
：2015 年 12 月5日（試験）
■バーコード専門技術者資格
本年度は開催予定なし

■専門技術者資格（RFID 専門技術者資格／バーコード
専門技術者資格）
平成26年度の実績
自動認識基本技術者として当協会に認定登録されており、
基本技術者資格：受験者…………… 186 名（合格 119 名）
より専門的な知識の習得を目指す方。
累計合格者………………………… 1,215 名
資格取得者の認証
RFID 専門技術者資格：受験者… … 23 名（合格 13 名）
累計合格者………………………… 131 名
資格取得者であることを証明するものとして、当協会が
登録証
（カード）
および、登録証書（賞状）
を発行します。また、
会員企業の受験者数
（上位5社）
ご希望の方には当協会のWebサイトで氏名を公表しており
サ
ト
ーホールデ
ィ
ン
グス
（株）… ……… 87 名
ます。
東芝テック
（株）… …………………… 29 名
名刺に資格名と認定登録番号を表記し て、自動認識技
術に関する知識を有する資格保持者であることをPRするな （株）マーストーケンソリューション… …… 13 名
（株）デンソーエスアイ………………… 7 名
どの活用方法もございます。
（株）テレカルト………………………… 3 名
テキストの紹介 

●お問い合わせ●
一般社団法人 日本自動認識システム協会
資格試験事務局：仲田卓朗

電 話：０３－５８２５－６６５１
e-mail：license@jaisa.or.jp
よくわかるRFID は、2014年6月に最新の法規・規格に対応し改訂2版となりました。
（これらは書店または当協会Webサイトでも購入可能です。
）

試験の実施予定等の最新・詳細情報は当協会Ｗｅｂサイトにて公開しております。

ＵＲＬ：http://www.jaisa.jp/license/index.html
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展示会開催のご案内
第12回自動認識総合展 大阪
会

第17回自動認識総合展

期：2015年2月19日
（木）
〜20日
（金）
10：00〜17：00

会

期：2015年9月16日
（水）
〜18日
（金）
10：00〜17：00

展示会場：マイドームおおさか1階展示場

展示会場：東京ビッグサイト 西2ホール

〒540－0029 大阪府大阪市中央区本町橋 2－5
入場無料
（登録制）

〒135－0063 東京都江東区有明 3－11－1
入場料 1,000円

併催セミナー会場：マイドームおおさか8階会議室

併催セミナー会場：ビッグサイト会議棟6階

（Web 来場事前登録で無料に、5月スタート予定）

協会スケジュールのご案内
第17回自動認識システム大賞

募集期間：2015年3月初旬〜

2015年5月29日

第5期総会・懇親会

2015年 5月27日

場所 : 東京プリンスホテル

第25回基本技術者資格講習・試験

2015年 7月17日、18日

場所 : 早稲田大学理工学部

第26回基本技術者資格講習・試験

2015年10月16日、17日

場所 : 早稲田大学理工学部

第10回 RFID 専門技術者資格講習

2015年11月26日〜 28日

場所 :JAISA 会議室

第10回 RFID 専門技術者資格試験

2015年12月 5日

場所 :JAISA 会議室

事務局
だより

新年あけましておめでとうござ
います。本年も宜しくお願い申し
上げます。
今年の干支は「未」ですが、十
二支は、古代中国でうまれたも
ので、惑星の中で尊い星である
「木星」が、約12年で天
球を一周する事から、天空の方角を12に分け、それぞ
れの方角記号として動物の名を付けたのが始まりと言わ
れています。
今年の干支「未の豆知識」ですが、
群れをなす事から
「家族の安泰」を表すとされ、いつでも
「平和」に暮らす
事を意味し、特徴としては「穏やかで人情に厚い」、
「財
テクの才能がある」
とされています。
皆様も、ときには、ご自分の干支の意味や由来につい
て考えてみてはいかがでしょうか。
会報

JAISA

さて、事務局で は、本
誌面冒頭でご紹介しました
「新春賀詞交歓会」 を盛
況に終え、2月開催の「第
12回自動認識総合展・ 大
阪」、
「併催セミナー」の準備、統計調査報告書のアン
ケート集計。研究開発センターでは、受託事業の最終
的な取り纏めに奔走しております。
事務局・研究開発センターが携わる各事業は、会員
の皆様のご支援とご協力を戴かなければ成り立ちませ
ん。職員一同、会員様の満足度を高めるべく各事業活
動を推進して参ります。
今後も当協会事業活動に、ご支援の程 宜しくお願い
申し上げます。

（事務局：佐藤経一）
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発行人：副会長・専務理事

西田浩一

事務局 〒101-0032 東京都千代田区岩本町１-９-５ＦＫビル７階 ＴＥＬ
：03-5825-6651 ＦＡＸ：03-5825-6653 ＵＲＬ
：http://www.jaisa.or.jp

