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2019年新春賀詞交歓会を開催
第16回自動認識総合展大阪のご案内
自動認識技術者講習・試験のご案内
自動認識の基礎知識セミナーのご案内
2019年スケジュールのご案内
事務局だより

― 2019年賀詞交歓会を開催 ―
当協会では、平成31年1月11日（金） 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・出版などから昨年の約160名を大きく上回る
約200名の方々が出席された。

主催者の挨拶：代表理事会長

春山 安成

2019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。

今回の賀詞交歓会は昨年より10社7団体49名の参加増で
盛大に開催することが出来た。

始めに主催者を代表して、代表理事会長の春山安成が登

また、新しい事業として自動認識の基礎セミナーにも多く

壇、まず、昨年災害に見舞われた方々の早期復興を願う言葉

の参加者があり、自動認識総合展の入場者増もあり、ますま

から始まり、新天皇の即位、ラグビーワールドカップ開催等で

す自動認識業界が活性化していると感じる。

2019年は節目の年になる。経済では米中貿易摩擦、イギリス
のEU 離脱等の不安要素はあるが、人手不足の深刻化で生

これからも協会の認知度を上げる施策を実施し、会員各社
に有益な情報を配信していきたいと挨拶を締めくくった。

産性を向上させる自動認識技術の需要は増える。
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ご来賓の挨拶：経済産業省

製造産業局

産業機械課

課長

玉井 優子 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 玉井 優子様より祝辞、
「我が国経済
は、安倍政権発足から6年、様々な改革や金融・財政
政策により着実に成長軌道に乗りつつある。こうした中、
ロボット、AI、IoT 技術の登場により、新たな付加価値、製
品、サービスが生まれ、企業を取り巻く環境は劇的に変化
している。その中で日本が勝ち残り世界をリードしていくた
めには様々な業種、企業、人、機械、データなどがつなが
る「Connected industries」の実現が重要なカギとなる。
また、サプライチェーン全体で付加価値を生み出す取組
や、福島の復興などにも経済産業省は注力しており、各
種支援策を通じて国内景気の下支えや果敢にチャレンジ
する企業を応援する。現場の生の声をお伺いし産業政
策に活かしていきたいとの挨拶をいただいた。
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
せて約200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、専務理事の古村 浩志が登壇し
三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分にお開
きとなった。
※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

4名様
128名様
（53社）
16名様
30名様
（15団体）
8名様
（5社）
10名
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賀詞交歓会の模様
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16
FRI

THU

2019.2.21 -22

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

大阪

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
協

賛：（一財）流通システム開発センター／
（協組）関西ファッション連合／
大阪アパレル物流協議会

同時開催：

www.autoid-expo.com/osaka

入場無料

自動認識総合展大阪

（登録制）

コネクテッド・インダストリーズ

検索

～未来を繋ぐAUTO-ID～

自動認識システム大賞パネル展示
大

賞

優秀賞
優秀賞

出展社名

監視カメラ映像からの自動人物検索システム Takumi Eyes

アイニックス（株）

申請会社：NTTコミュニケーションズ（株）

申請会社：みずほ信託銀行（株）／三井住友信託銀行（株）／日本株主データサービス（株）

顧客満足が向上した、日本郵便のフリマ商品用荷札発行システム
申請会社：
（株）サトー

（株）日新

オカベマーキングシステム（株）

申請会社：日本電気（株）

日本工業出版（株）

サトーホールディングス（株）

（一社）日本自動認識システム協会

上海合合信息科技発展有限公司

（株）フェニックス

ゼネラル（株）

ブランド品と鑑定書の紐づけシステム

豊通オートモーティブクリエーション（株）
日建リース工業（株）

（株）イメージャー

®

QRコード の活用による議決権行使サービス「スマート行使」

フジサンケイ 医療分野における RFID の活用
ビジネスアイ賞 申請会社：帝人（株）

特別賞

2019年1月30日現在

（株）RFID アライアンス

フジサンケイ ビジネスアイ

（株）千代田組

（株）マーストーケンソリューション

（株）デンソーウェーブ

（株）流通研究社

東芝テック（株）

（一財）流通システム開発センター

凸版印刷（株）

（有）流通情報ラベル社

自動認識の最新動向・最新事例を発信
「BusinessとTechnology のアイディア・スパイスとなる貴重な情報が満載」
参加費
1セッション

２月 日（木）

21

S1

S3・S4・S5：3,000円（消費税込み）
S1・S2・S6：参加無料

詳細は、自動認識総合展・大阪

無料 チュートリアルセッション
（自動認識の基礎講座）

ファシリテーター：みずほ情報総研（株）
パネラー：大日本印刷（株）、（株）ローソン、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（株）、（株）日立物流
S6

有料 医療分野での活用

２月 日（金）

名古屋第二赤十字病院

医療現場における RFIDタグ活用 −三点照合への活用−
三重大学医学部附属病院

大日本印刷
（株）

パネルディスカッション

近畿経済産業局

医療機関における GS1標準バーコード活用の現状と期待

S5

有料 コンビニ電子タグ
「1000 億枚宣言」実現に向けた取り組み

「コンビニ電子タグ1000 億枚宣言」
実現への道

無料 【基調講演】2025年の
（万博）
「未来ビジネス」
と
「国際博覧会
」
経済産業省

S4
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S3

（一社）
日本自動認識システム協会
S2

公式 Web サイトをご覧ください。

http://www.autoid-expo.com/osaka/

無料 第 20 回自動認識システム大賞 受賞企業講演

監視カメラ映像からの人物検索システム
「Takumi Eyes」
NTTコミュニケーションズ
（株）

顧客満足が向上した、日本郵便のフリマ商品用荷札発行システム

（株）
サトー

有料 製造現場での活用

医療分野における RFID の活用

BIB 自動充填設備導入による生産性、作業性向上について

オタフクソース
（株）

一貫ラインでの多品種小ロット生産を支援するIoT/ICT
富士通
（株）

帝人
（株）

高級ブランド品とグレーディングレポートの紐づけ
「TALグレーディングレポート発行サービス」
日本電気
（株）

BLEによるID 取得とカメラ映像を融合した新サービスの事例紹介
凸版印刷
（株）

★プログラムの講師・演題は変更になる場合があります。
◆ 主催 一般社団法人日本自動認識システム協会
◆ 展示会事務局 株式会社シー・エヌ・ティ

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-9-5 FKビル 7F
http://www.jaisa.or.jp
〒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
E-mail:expo_osaka@autoid-expo.com

FAX.03-5294-0909
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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。
■専門技術者資格
（ＲＦ
ＩＤ専門技術者資格・バーコード専
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、
より専門的な知識の習得を目指す方。

資格取得者の認証

■基本技術者資格
2日間の講習及び試験（受験のみも可）
2019 年度実施予定：東京会場 7月、11月
：大阪会場 8月
■ RFID 専門技術者資格
3日間の講習及び試験
2019 年度実施予定：2020 年 2月（講習、試験）

受講・受験料
■基本技術者資格
JAISA 会員 受講・受験
JAISA 非会員 受講・受験
学 生
受験のみ

３０，
０００円
５０，
０００円
１５，
０００円
１０，
０００円

※団体割引、再受講割引があります。

■ RFID 専門技術者資格
資格取得者であることを証明するものとして、当協会が
JAISA 会員
４０，
０００円
登録証
（カード）
および、登録証書（賞状）
を発行します。また、
JAISA 非会員
６０，
０００円
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
受験のみ
（条件あ
り）

２
０，
０００円
ます。
※受講・受験料は平成 29 年度のもので改訂の可能性
名刺に資格名と認定登録番号を表記して、自動認識技
がありますので最新情報をご確認下さい。
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。
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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自動認識の基礎知識セミナーのご案内
IoT
（Internet of Things:モノのインターネット）
やIoE
（Internet of Everything:ありとあらゆるモノが接続されたイン
ターネット）
、コネクティッドインダストリーズなど、人やデータ・情報・ソフトウェアなどが中心の従来から有るインターネット
が統合された姿を指すこれらの言葉をキーワードに昨今注目を集める自動認識技術の中で、一次元バーコードや二次
元コード、RFID
（電子タグ）
、指紋や静脈パターンなど人間の生体情報を利用するバイオメトリクスなどの基礎知識を、
図式や事例を交えながら解説いたします。

自動認識市場の活性化のために提供するサービス事業活動の一つとして、
『自動認識の基礎知識セミナー』を開催。
◆講座と対象者、申込方法
講

座

対 象 者

「バーコード」、
「RFID」、
「バイオメトリクス」の各科目
どなたでもご参加頂けます。特に新入社員・新任担当者の方に最適です。

WEBサイト

http://www.jaisa.jp/seminar.php

申込 e-mail

kiso-seminar@jaisa.or.jp

◆実施形態

【１】自動認識の基礎知識セミナー（集合形式）
開 催 日

①４月24日
（水）
、② 6月26日
（水）
、③ 10月18日
（金）
、④ 12月12日
（木）

開催時間

10：00 〜17：30（昼食、休憩含む）

開催場所

当協会会議室

講義内容

自動認識技術（「バーコード」、
「RFID」、
「バイオメトリクス」）
の基礎的な知識、簡単な活用方法・
応用事例の紹介。詳細は当協会ウェブサイトをご覧ください。

募集人員

40名（先着順）

参加料金

［一般価格］2万円／人（税別）
、
［会員特別価格］１万円／人
（税別）

【２】自動認識の基礎知識セミナー（講師派遣）
開 催 日

ご要望により実施

開催場所

ご指定場所

講義内容

自動認識技術（「バーコード」、
「RFID」、
「バイオメトリクス」）
の各科目を各１講座として、
1回の派遣につき2講座以上にて対応します。講座の組合せはご要望に従って実施します。

講義時間

プログラムは当協会ウェブサイトをご覧ください。
※ RFIDの実演に関しては免許の関係により別途ご相談

実施料金

［一般価格］１講座6万円
（税別）
、
［会員特別価格］１講座3万円
（税別）

交 通 費

講師交通費・宿泊費等は講師人数分を別途ご負担願います。
（100km 圏内は除く）

そ の 他

セミナー会場の確保とプロジェクターの準備をお願いします。

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7階

TEL：03-5825-6651

FAX：03-5825-6653
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2019年のJAISA 行事予定

21
FRI

WED

2019.9.11 -13

モバイル＆ウェアラブルゾーン
ゾーン 画像認識ゾーン
展示
センサネットワークゾーン

10 : 00-17: 00 東京ビッグサイト 南ホール4F
主

催： 一般社団法人日本自動認識システム協会

後

援： 経済産業省、他（申請予定）

入 場 料： 1,000円（事前登録者・招待券持参者は無料）

くり
ノづ
トモ
スマー

併催事業：

小
ート
スマ

ローン
ト、ド
ロボッ

流
売・物
ア
スケ
・へル
健康

コネクテッド・インダストリーズ
～ 未来をつなぐAUTO-ID ～

第21回自動認識システム大賞
募集期間：2月18日 〜 ５月３１日 第21回自動認識総合展で表彰

第9期総会

事務局
だより

５月２2日 品川プリンスホテル

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。
昨年は西日本をはじめ、各地で大
きな自然災害がありました。被災さ
れた地区の皆様方の方々の少しでも
早く復興し、元の生活に戻られるよう、お祈り申し上げます。
また、米中の貿易摩擦、イギリスのEU 離脱、日韓の諸々
の問題、ロシアとの北方領土返還協議等が日本に及ぼす影
響も懸念されています。
そのような状況下において、賀詞交歓会で経済産業省 玉
井課長が話された、第 4 次産業革命時代に日本が勝ち残り、

会報

JAISA

世界をリードしていくためには
「Connected Industries」の実
現が重要な鍵となります。
「Connected Industries」の実現には自動認識技術が必須
であり、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、昨年新たに始めた「自動認識の基礎セミナー」は好
評であり、今年も実施いたしますので、ふるっての聴講をお
願いいたします。
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：代表理事副会長

西田浩一

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

