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■ 新会員企業紹介　　■ 部会・プロジェクトの活動

■ 自動認識基本技術者 資格認定講習・試験
■ 第18回自動認識総合展 大阪

会報JAISA 夏号 CONTENTS

2020年5月20日（水）、東京・品川プリンスホテルで第10期定時社員総会が開催され、2019年度の事
業報告及び決算の審議、新任理事の選任について審議が行われ、承認、議決された。その後、2020年度
の事業計画及び予算について報告された。
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コロナウィルス対策で
　本総会は先の日本政府ならびに東京都の緊急事
態宣言を受けて、新型コロナウィルスの感染拡大予防
のため、当日の来場を見合わせ議決権行使書による 
議決行使を推奨したことで参席者が少数、また当協会
理事も一部リモートで参席するなど、例年と異なる総会に 
なった。なお、恒例の総会後の懇親会は中止された。

議案審議
【第1号議案】
2019年度事業報告
および決算報告書について

2019年度日本自動認識システム協会の事業運営及び
運営体制の強化と構造改革などの報告、財務諸表 
など、事務局から詳細な説明がなされ、監事監査報告
の上、承認、議決された。

【第2号議案】
新任理事の選任について

協会活動の体制強化のため、新たに小瀧龍太郎氏 
（サトーホールディングス株式会社）が選任され承認、 
議決された。

2020年度事業計画
RFID、バーコード、生体認証といった既存技術は画像 
認識、AI、ロボット、IoT、自動運転などの技術と融合し
利活用することで自動認識市場の拡大がみられる中、
当協会は更なる次世代技術への対応強化と対象活動
領域拡大のため、総合的な自動認識技術の活用促進
を通じて、社会の安全・安心・利便性向上に貢献すべ
く活動に取り組む。また、会員サービスの向上を柱とし、
会員企業のメリットとなる展示会やセミナー、資格認定
事業を継続・推進し、更なる自動認識の普及・発展に
貢献する。

第10期定時社員総会を開催   

2020年度役員体制
役付役員

代表理事会長 池田 隆之 東芝テック株式会社

代表理事副会長 西田 浩一 サトーホールディングス株式会社

副会長 春山 安成 株式会社マーストーケンソリューション

専務理事（常勤） 古村 浩志 一般社団法人日本自動認識システム協会

常務理事（常勤） 武藤 健 一般社団法人日本自動認識システム協会

理 事（50音順）

理事 荒木 勉 東京理科大学大学院／上智大学

理事 有馬 史郎 NEC プラットフォームズ株式会社

理事 市野 将嗣 電気通信大学

理事 岡田 幸紀 アイメックス株式会社

理事 小沢 愼治 慶應義塾大学

理事 九野 伸 株式会社日立製作所

理事（新任） 小瀧 龍太郎 サトーホールディングス株式会社

理事 佐藤 誠 東芝テック株式会社

理事 塩川 恵一 株式会社リコー

理事 中川 弘靖 株式会社デンソーウェーブ

理事 西田 義則 凸版印刷株式会社

理事 平本 純也 アイニックス株式会社

理事 宝代 将人 株式会社フェニックス

理事 松森 邦彦 富士通フロンテック株式会社

監 事
監事 住吉 義勝 オカベマーキングシステム株式会社

監事 小森谷 豊 税理士法人レインボー
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自動認識システム協会 入会企業のご紹介   

「Beyond Carrier」戦略を掲げ、 
情報革命の新たなステージに挑む

事業概要

移動通信サービスの提供、携帯端末の販売、固定通信サービスの提供、
インターネット接続サービスの提供

代表者

代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 
宮内 謙

設 立

1986年 12月

本 社

東京都港区東新橋1－9－1

https://www.softbank.jp/

ウイン・パートナーズ株式会社 
WIN-Partners Co.,Ltd. 

WIN A BETTER QUALITY OF LIFE 
すべての人々にベター・クオリティ・オブ・ライフ
事業概要

循環器領域の医療用消耗品を中心とした医療機器販売事業及び、医療
施設のニーズを把握して総合的なサポートを提供する医療施設支援事業
に取り組み、身体的負担が少なく早期回復が期待できる「低侵襲医療」
の普及を推進している

代表者  代表取締役社長　秋沢 英海

設 立  2013年 4月

本 社  東京都中央区京橋2－2－1 京橋エドグラン21F

www.win-partners.co.jp

企業名 入会年月

1 ソフトバンク株式会社 2019年7月

2 ウイン・パートナーズ株式会社 2019年7月

3 セイコーエプソン株式会社 2019年7月

4 精研医科工業株式会社 2019年7月

5 株式会社オープンストリーム 2019年10月

6 アライゾンジャパン株式会社 2019年10月

7 ダイオーエンジニアリング株式会社 2019年10月

8 ワム・システム・デザイン株式会社 2019年10月

9 株式会社パトライト 2019年12月

10 株式会社インテージ 2019年12月

11 株式会社フェイス 2020年5月

12 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 2020年5月

昨年7月から今年5月までの期間に、ご入会
いただいた企業様を紹介いたします。
（入会順掲載）
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Seiken Medical Technology

明るく、楽しく、こころ豊かに

事業概要

RFID機器の製造販売、医療設備機器の製造・販売・輸入販売、医療
機器の修理・管理業務、医療機器選定コンサルティング業務、清潔区域
の清掃管理の役務業務

代表者

代表取締役社長 兼 CEO　
田川 大輔

設 立

2018年 10月

本 社

大阪府大阪市北区
西天満1－5－15

https://www.seiken-medical.com/

セイコーエプソン株式会社 
SEIKO EPSON CORPORATION 

「省・小・精 の価値」で、人やモノと 
情報がつながる新しい時代を創造する

事業概要
● プリンティングソリューションズ 
（プリンター事業、プロフェッショナルプリンティング事業）

● ウェアラブル・産業プロダクツ 
（ウェアラブル機器事業、ロボティクスソリューションズ事業、マイクロデバ
イス事業、その他事業）

●ビジュアルコミュニケーション

代表者

代表取締役社長　
小川 恭範

設 立

1942年 5月

所在地

【本社】
長野県諏訪市大和3－3－5

【本店】
東京都新宿区西新宿－1－6
新宿ミライナタワー29F

https://www.epson.jp/

アライゾンジャパン株式会社 
Arizon Japan Co.,Ltd. 

高品質・低価格なRFIDタグを提供 
＜Integrity, Innovation, Quality, Service＞
事業概要

弊社の中国本社（Arizon RFID Technology）は世界トップクラスの
RFIDタグメーカーです。チップ実装、ラベル加工、エンコード及び印刷
装置により、世界中のRFID企業やシステムインテグレーターにODM ・ 
OEMサービスを提供しています

代表者

代表取締役　
落合 孝直

設 立

2019年 7月

本 社

東京都新宿区西新宿3－2－11　
新宿三井ビルディング二号館
603号室

https://www.arizonrfid.com/Japanese/

株式会社オープンストリーム 
Open Stream,Inc.

Make IT Your Success 
情報技術と社員力でお客様を成功に導く

事業概要

クラウド、ビッグデータ、AI、IoTなど最先端の戦略技術を駆使した情報シ
ステムやサービスの開発と、導入企業2,000社を超えるビジネスUIプラット
フォーム「Biz/Browser」の開発・販売

代表者

代表取締役社長　
吉原 和彦

設 立

2000年 1月

本 社  東京都新宿区西新宿2－7－1 
 小田急第一生命ビル9F

https://www.opst.co.jp/

ビジネス UI プラットフォームとして導入企業2000社突破
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ダイオーエンジニアリング株式会社 
DAIO ENGINEERLING Co.,Ltd. 

高い技術と確かな人間力で 
＜ ものづくり日本 ＞を支える

事業概要

環境リサイクル分野、発電分野、用排水分野、紙パルプ分野、 
メンテナンス分野、検査機器分野、RFID分野（タグ・ハード・ソフト）

代表者

代表取締役社長　
福島 慎一

設 立

1972年 4月

本 社

【東京本社】
東京都中央区日本橋
大伝馬町1－7
日本橋ノースプレイス2F

【西日本工場】
愛媛県四国中央市
寒川町4765－2

https://www.daio-eng.co.jp/

ワム・システム・デザイン株式会社 
WOM SYSTEM DESIGN Co.,Ltd.

和をもって夢にいたる

事業概要

物流・倉庫管理システム（WMS）開発、及び画像認識技術を用いたシス
テム開発

代表者

代表取締役　
上野 潔

設 立

1989年 3月

本 社

大阪府大阪市浪速区
難波中1－13－17  
ナンバ辻本ビル2F

https://www.womnet.com/

HITO-LOCATE - 作業者の実働管理 -

CARGO-LOCATE- カゴ車の所在管理 -

JobScan - ホワイトボードのデータ化 -

KURA STAR- 倉庫管理システム -

株式会社パトライト
PATLITE Corp.

世界中の人たちに「安心・安全・楽楽」を 
お届けし社会に貢献する

事業概要

回転警示灯（パトライト）にはじまり、「回転」技術に光・音とネットワーク技
術を融合させた情報伝達機器の研究・開発・製造・販売

代表者

代表取締役社長　
高野 尚登

設 立

1985年 2月

所在地

【大阪本社】 
大阪市中央区久太郎町 
4－1－3 
大阪御堂筋ビル7F

【東京本社】 
品川区大崎1－6－1 
TOC大崎ビル17F

https://www.patlite.co.jp/

Create Consumer-centric Values 
お客様企業のマーケティングに寄り添い、 

共に生活者の幸せを実現する
事業概要

マーケティング・リサーチ、データ解析、デジタルマーケティングなどにより、
生活者と顧客企業をつなぎ、マーケティング活動を支援

代表者  代表取締役社長　檜垣 歩

創 業  1960年 3月

本 社  東京都千代田区神田練塀町3番地
 インテージ秋葉原ビル

https://www.intage.co.jp/

https://www.intage.co.jp/
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先駆的な知的価値の創造を通じて 
お客様の繁栄と社会の発展に貢献する

事業概要

コンサルティング事業、政策研究事業、人材開発事業、
会員事業、マクロ経済調査

代表者
代表取締役社長　
村林 聡

設 立
1985年 10月

本 社   東京都港区虎ノ門5－11－2　オランダヒルズ森タワー

https://www.murc.jp/

株式会社フェイス
FAITH Co.,Ltd.

フェイスは、皆様との 
FAITH（信頼関係）を大切にしている印刷会社です
事業概要

RFID（ICタグ）や包装資材、販促物の製造を中心に企画、デザインから
プロモーションのご提案までワンストップでご提供しております

代表者

代表取締役社長　
高山 健次郎

設 立

1964年 9月

本 社

京都府京都市下京区
御幸町通五条上ル
安土町614

http://www.faithnet.co.jp/

誰でも参加できる。特に、新入社員や新任担当者に最適!

自動認識の基礎知識セミナー
セミナーの基本概要

バーコード（１次元／2次元） RFID（電子タグ） バイオメトリクス（生体認証）

講義時間：1時間45分 講義時間：2時間30分 講義時間：1時間45分

おもなコンテンツ（図表や事例、映像を交え解説します）
バーコードの種類や特徴
印字と表示、品質
発展の経緯とこれから

種類や特徴、周波数帯別の運用
電波法、標準化
何を読んでどう使う？ 実機体験

どこでどう使われているの？
生体認証の種類と仕組み
標準化とトピックス

日 程（2020年） 満　席

6月24日（水）
10月16日（金）12月15日（火）

お客様のご要望でJAISA講師がご指定の場所に出張
してセミナーを行うことも可能です。
詳細は、お問い合わせください。

お問い合わせ　JAISA 基礎知識セミナー事務局
TEL : 03-5825-6651   e-mail : kiso-seminar@jaisa.or.jp

時 間 ／ 会 場 JAISA会議室／10：00～17：30

募 集 人 員 20名（先着順）

受 講 料（税 別） 一般：2万円／人、会員：1万円／人

参加者募集
受講者の安全を考慮して開催いたします
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RFID 部会
RFID部会は、マーケティング／RFID技術／アプリケーショ
ン技術の3グループで構成され、業界の課題や問題を提起・
検討する場であるとともに、国際的な互換性確保のための
標準化などを推し進めています。
RFID技術グループではこれまでに、昨年3月27日の総務省

「920MHz帯RFID陸上移動局」新設に伴い、RFID無線
局申請ガイドラインをはじめ、920MHz帯（パッシブ型）RFID
周波数利用、UHF帯RFタグ運用、RFID機器運用、など
多くのガイドラインや報告書の作成にあたっています。
 【部会会員数：119社】

システム部会
システム部会は、さまざまな自動認識技術が活用されるシス
テム全体に着目しており、国内外の自動認識システム事例
の共有や最新技術への理解を深め、自動認識技術の発展
と市場拡大を目的に活動しています。また、年間を通してセ
ミナーや先進システムのユーザー見学会を実施しています。
 【部会会員数：34社】

医療自動認識プロジェクト
医療機関で使用される医薬品や医療機器にバーコードや
RFIDなどの表示を促進・支援し、医療の安全と効率化を
目的に活動しています。プロジェクトが発足して20年、医
薬品や医療機器へのGS1バーコード表示が普及する一方、
医療現場でのバーコード活用は思うように進んでおらず、業
界では「医療製品識別とトレーサビリティ推進協議会」を設
立して普及阻害要因の分析を進めています。
 【部会会員数：24社】

画像認識プロジェクト
5Gの新たな潮流は、AI・ディープラーニングを用いた画像
認識技術と組み合わせ幅広い用途で普及すると考えられ
ています。当協会では昨年8月、画像認識プロジェクトを立
ち上げ、製造・物流・小売・医療・保安など各分野で活
用される画像認識を調査研究し、用途別・分野別、品質グ
レードのガイドライン作成を目指して活動します。
 【部会会員数：40社】

バーコード部会
2018年3月に制定された「JIS X 0527 自動認識及びバー
コードプリンタ・バーコードリーダの性能評価仕様」は、経
済産業省委託（日本規格協会再委託）事業を当協会が受
託して作成した標準規格です。これにより従来、各メーカが
独自に行っていたバーコードプリンタの印字性能評価やリー
ダの読取性能評価に標準規格が生まれました。
バーコード部会は、リーダ、プリンタ、プリンタ用消耗品、ソフ
トウェア及びシステムを扱う企業で構成され、マーケティング
/バーコード技術の2グループで、バーコード関連市場の普
及・啓発と標準化活動に取り組んでいます。
 【部会会員数：57社】

バイオメトリクス部会
バイオメトリクス（生体認証）技術は、勤怠・入出社管理、
出入国管理、スマホやPCのログイン、キャッシュレス決済な
ど本人確認ほか、応用範囲が拡大しています。バイオメト
リクス部会は、マーケティング／精度評価技術の2グループ
が生体認証技術の周知・普及促進とともに、技術的課題
の意見交換や国際標準化活動に取り組んでいます。
昨年11月には、生体認証の導入による働き方改革と提供
付加価値を紹介する「生体認証ビジネスセミナー 〜まだ間
に合う＜働き方改革関連法＞対応」を開催し、厚生労働省 
労働基準局監督課の招待講演に続き、システム導入事例5
件の紹介を行いました。
 【部会会員数：18社】

生体認証ビジネス実践セミナー　2019年11月開催

JAISAでは、自動認識システムに深くかかわる業界の最新情報や関連省庁の情報提供と、参加企業の情報交換
の場として部会・プロジェクトを立ち上げ、自動認識システムの普及啓発、市場拡大に努めています。

JAISA 部会・プロジェクトの活動   

自動認識システム大賞
自動認識システムの導入、及び実証実験を行った、先進的かつ導入効果が
顕著と認められる作品を表彰する制度です。本年はコロナ禍の影響下でも
多くのご応募をいただきました。誠にありがとうございます。

大賞及び受賞作品の発表は7月31日。表彰式は9月16日に開催します。

スマートモノづくり 健康・へルスケア ロボット、ドローンスマート小売・物流



JAISAでは自動認識技術者の育成・確保を図り、その技術を広く社会に知らしめていくため自動認識技術者資格認定登録を行っ
ています。昨年度末時点で、2,102名の自動認識基本技術者が認定され、RFID専門技術者として211名が認定されました。
今年度は、コロナ対策など受講者の安全を考慮して東京・大阪・福岡で開催を予定しています。

自動認識技術者 資格認定講習・試験のご案内



展示会のご案内

関西唯一の自動認識機器、ソリューションの専門展示会
本展示会は、バーコード、二次元シンボル、RFID 、バイオメトリクス、画像認識などの最先端
自動認識技術や各種自動認識技術を活用したソリューションなどを展示する、関西で唯一の
自動認識機器、ソリューションの専門展示会です。
昨年ご好評をいただいたテーマ展示「未来をつなぐ AUTO-ID」では、みなさまの生活で関心
が高い話題を最新の自動認識技術で体験・体感いただけます。

スマートモノづくり

健康・へルスケア

ロボット、ドローン

スマート小売・物流

コネクテッド・インダストリーズ
～ 未来をつなぐAUTO-ID ～

マイドームおおさか 1F展示場
-22020.12.1T
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10:00

17:00
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大阪

主　　催 ： 一般社団法人日本自動認識システム協会

同時開催 ： 
www.autoid-expo.com

公式サイトはこちらから▶

出展社
募集
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