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2017年新春賀詞交歓会を開催
自動認識技術者講習・試験のご案内
2017年スケジュールのご案内
事務局だより

― 2017年 賀詞交歓会を開催 ―
当協会では、平成２９年１月１２日 ( 木 ) 主婦会館（四ツ谷）において、新春賀詞交歓会を開催した。
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１５５名の方々が出席された。

主催者の挨拶：代表理事会長

伊沢 太郎

２０１７年の新春賀詞交歓会を四谷の主婦会館にて午
後５時より開催した。
始めに主催者を代表して、代表理事会長の伊沢 太郎
が登壇、
「このように賀詞交歓会を行えるのはひとえに会
員企業、関係省庁、関連団体の協力のおかげであると
の謝意を述べ、今年も先の見えない年ではあるが、自動
認識関連で言うと、例えば高齢化社会が進んでいくこと

で老人の場所の検知などでの生体認証などのバイオメト
リクス技術の活用が予想される。
これから進む高齢化社会、人手不足の諸問題を解決
する手段として自動認識技術は必須であり、当協会は全
てをチャンスとして捉えて積極的に会員企業と進んでいき
たいとの決意を述べて開会の挨拶とした。
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ご来賓の挨拶：経済産業省

製造産業局

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 片岡 隆一様より祝辞、 「超高齢化社
会に向けて自動認識システム協会の取組がまさにあては
まる年になるとの言葉から始まり、医療、介護、第４次産
業革命などが抱える問題を解決し将来につなげていくに
は自動認識技術が重要である。また、生体認証への取
組や被災者支援への活用など“ＩＤ Ｆirst”
をキーワードに
新しい分野への取組を期待する。最後に２０２０年オリン
ピック、パラリンピック、
２０２５年大阪万博誘致成功後は「自
動認識技術を国際的に発信して欲しい」と挨拶を賜った。
その後、代表理事副会長の春山 安成による乾杯の
発声で新春賀詞交歓会が開演した。
ご出席 社は、 各々の情 報 交 換や歓 談を楽しんだ。
本年の賀詞交歓会には、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・出版等合わせて
155 名様が出席され、盛大な賀詞交歓会となった。
宴もたけなわのころ、副会長専務理事の西田 浩一が
登壇し一本締めで中締めの音頭をとった。
その後も新年賀詞交歓会は続き、午後 6 時 30 分に散
会となった。
本年の賀詞交歓会の司会は事務局長の稲垣 賢が
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

7名様
84名様
（35社）
18名様
28名様
（9団体）
7名様
（5社）
11名

産業機械課

課長 片岡 隆一 様

乾杯：代表理事副会長

中締め：副会長専務理事

春山 安成

西田 浩一
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賀詞交歓会の模様
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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。

資格の種類
■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
２日間の講習及び試験（受験のみも可）
平成２9 年度実施予定 ：東京会場 6月、10月
：大阪会場 8月
■ RＦ
ＩＤ専門技術者資格
3日間の講習及び試験
平成２9 年度実施予定：12月（講習、試験）
■バーコード専門技術者資格
平成 29 年度実施予定：平成３０年２月

■専門技術者資格
（ＲＦ
ＩＤ専門技術者資格・バーコード専
受講・受験料
門技術者資格）
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
ＪＡＩ
ＳＡ会員
受講・受験 ３０，
０００円
より専門的な知識の習得を目指す方。
ＪＡＩ
ＳＡ非会員 受講・受験 ５０，
０００円
資格取得者の認定
学 生
１５，
０００円
受験のみ
１
０，
０００円
資格取得者であることを証明するものとして、当協会が

※団体割引、再受講割引があります。
登録証
（カード）
および、登録証書（賞状）
を発行します。また、
■ＲＦ
ＩＤ専門技術者資格／バーコード専門技術者資格
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
ＪＡＩ
ＳＡ会員
４０，
０００円
ます。
ＪＡＩ
ＳＡ非会員
６０，
０００円
名刺に資格名と認定登録番号を表記し て、自動認識技
受験のみ（条件あり）

２０，
０００円
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
どの活用方法もございます。
※受講・受験料は平成２8 年度のもので改訂の可能性
がありますので最新情報をご確認下さい。
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

電 話：０３－５８２５－６６５１
E-mail：license@jaisa.or.jp

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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平成29年の展示会予定

関西唯一の自動認識機器、ソリューションの専門展示会

EXPO OSAKA
14

2017.2.2 -3

FRI

THU

大阪
10 : 00
17: 00

マイドームおおさか 1F展示場
主

催：

後

援： 経済産業省近畿経済産業局／大阪府／大阪市／
大阪商工会議所

一般社団法人日本自動認識システム協会

特別協力： フジサンケイ ビジネスアイ

展示内容

IoT時代のKeyテクノロジー
IoT時代のKeyテクノロジー
自動認識の最新動向・最新事例が一挙に集結!

バーコード、二次元シンボル、RFID、NFC、
カード
（磁気・IC・光等）
、バイオメトリクス、
他自動認識機器・システム

“Business”と“Technology”のアイディア・スパイス

となる貴重な情報が満載のセミナーです。

展示会事務局 （株）
:
シー・エヌ・ティ

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-3 FORECAST神田須田町4F
TEL. 03-5297-8855 FAX. 03-5294-0909
E-Mail: expo_osaka@autoid-expo.com

主

催：一般社団法人日本自動認識システム協会

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

www.autoid-expo.com
第19回 自動認識総合展
会
会

新年あけましておめでとうござ
います。本年も当協会をよろしく
お願い申しあげます。
１月２０日にトランプ大統領が就
任し日本だけでなく、世界中が振
り回されていますが、当協会ではそんなことは気にせず、
自動認識技術で暮らしを豊かにすることを第一に考えて
活動していきたいと考えております。
賀詞交歓会で当協会会長、経済産業省 片岡課長
が申されたように高齢化、人手不足を解決するには自
動認識技術が必須であり、先の見えない年であります

JAISA

募集期間：2月1日
（水）
〜５月３１日
（水）
第１９回自動認識総合展で表彰

５月２４日 品川プリンスホテル

事務局
だより

会報

検索

第19回自動認識システム大賞

期：9月13日
（水）
〜15日
（金）
場：東京ビッグサイト

第７期総会

自動認識大阪

が会員企業の皆様がそれらに寄与
できるように当協会も積極的な活動
を進めていきたいと思っております。
また、資格試験の認知度もあがり、
来期は４年ぶりのバーコード専門技
術者試験も実施します。
自動認識の認知度をさらに上げて
発展させるために皆様のご支援を宜
しくお願い申し上げます。
（事務局：高田義三）
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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
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：http://www.jaisa.or.jp

