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⼊会のご案内
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■⾃動認識総合展の開催
（⼤阪2⽉・東京9⽉）

■国内外関係団体との交流

活動内容

当協会は、バーコード・２次元シンボル、RFID、バイオメトリクス（⽣体認証）
に代表される⾃動認識業界の発展を通じ、⽇本経済の発展及び国⺠⽣活の
向上に寄与するために活動している業界団体です。
協会の活動趣旨にご賛同頂き、共に活動していただける会員を募集しておりま

す。様々な会員特典もご⽤意しておりますので、是⾮この機会に⼊会をご検討
下さい
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①規格⽴案、標準化活動への参画

②業界動向の情報⼊⼿（部会参加）
技術分野ごとの各部会を通じて技術のトレンドや市場動向、規格や運⽤ガイドライン、実証実験の結

果などについて情報提供を⾏っております。部会に参加することで関連の各種最新情報を⼊⼿いただけ
るとともに、部会を通じての会員企業同⼠の横の交流もありますので、単なる情報収集だけでなくビジネ
スチャンスの拡⼤にもつなげていただけます。また、当協会の定時社員総会や賀詞交歓会等にご参加頂
くことにより、業界関係者や会員企業同⼠の交流を深めることも可能です。

※会員御⼊会の際にはいずれか⼀つ以上の部会にご参加いただきます。

技術や市場ニーズの進化とともに必要になってくるのが新たな規格化や標準化です。特に世界市場に
対応するためには、国際標準は不可⽋です。当協会では組織内に「研究開発センター」を設置し、⼀企
業だけでは対応が困難な規格化、標準化活動を⽀援しております。製品開発に⼒を⼊れている企業に
とっては、是⾮とも参加していただきたい活動の⼀つです。

③当協会主催セミナーの聴講料割引
⾃動認識技術の普及・啓発を⽬的としてセミナーを開催しております。関係省庁の法改正・政策動向

や、導⼊企業の事例などを⽣産・物流・トレーサビリティ等テーマを設け情報提供しております。主に新⼊
社員や新任担当者向けの基礎知識セミナーも開催しています。有料セミナーの場合、会員企業であれ
ば聴講料が割引となります。⼀企業では直接聞きにくい貴重な情報を当協会がセミナーとして開催する
ことで、製品開発やマーケティング、営業など様々な分野での情報収集にご活⽤いただいております。
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④⾃動認識総合展（当協会主催展⽰会）への出展料割引
当協会では、⾃動認識業界の発展のために、参加企業のビジネスチャンスを⽀援する活動の⼀つとして、

⾃動認識総合展（展⽰会）を毎年開催しております。⽇本で唯⼀の⾃動認識機器・ソリューションの総合
展⽰会として、国内外から広く注⽬をされております（東京の展⽰会については、3⽇間で合計約3万⼈の
来場者があります）。当協会の会員ではない企業でも出展は可能ですが、会員企業には出展料の割引が
あります。ビジネスチャンスの拡⼤に是⾮、本展⽰会をご活⽤下さい。
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⑥⾃動認識技術者資格認定試験の受講・受験料割引
当協会では、技術者育成を⽬的として2004年より⾃動認識技術者資格認定試験を実施しております。

資格取得者が⾃動認識技術に関する知識を修得していることを証明するものとして、当協会が登録証
（カード）・登録証書を発⾏し、ホームページで⽒名を公表しております（※匿名公表も可）。
講習と試験をセットで受ける場合は、会員割引価格で受講・受験が可能です。会員企業の⽅には主に、
新⼊社員や若⼿社員・新任社員の研修、技術職の⽅の専⾨知識の習得などにご活⽤いただいております。

⑤市場統計調査報告書の⼊⼿
当協会では、バーコード・RFID・バイオメトリクスの出荷実績と市場予測について調査を実施し、とりまと

めた統計調査報告書を毎年作成して会員の皆様に無料で配布しております。製品ごとに出荷実績・出
荷予測・市場動向について取りまとめておりますので、⾃動認識業界を知る上での貴重な情報源としてご
活⽤いただいております。
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⑧関連図書、技術資料の割引購⼊
当協会で発⾏しているバーコード・⼆次元シンボル、RFID、⽣体認証に関する書籍を会員割引価格で購
⼊することができます。それぞれ基礎知識から始まり、技術解説、活⽤事例、規格や標準化の情報、市場
動向などについて記載されております。情報収集や社員研修の参考資料としてご活⽤下さい。

⑦導⼊事例発表・⾒学会等への参加
「百聞は⼀⾒にしかず」という⾔葉の通り、⽬で⾒た情報は何にも勝るものです。⾃動認識技術の導⼊現場
を⾒学先として当協会からお願いすることにより、⼀企業では訪問しにくい現場も⾒学することが可能です。
ユーザーの⽣の声を聞くことができる情報収集の機会として、また参加者同⼠の交流（情報交換）の場とし
てご活⽤下さい。
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主な会員割引は以下の通りです（2019年度）。

・Bタイプは、申込み制限あり（最⼤2⼩間まで）
※詳しくは展⽰会事務局までお問い合わせ下さい。

（税込）

⼩間タイプ 出展料（1⼩間単位）
Aタイプ

3m×3m×2.7m
会員企業

（正会員・V会員）
⾮会員企業

（賛助会員・ユーザ会員含む）

1〜2⼩間 ¥421,200 ¥475,200 
3〜7⼩間 ¥378,000 ¥432,000 

8⼩間以上も割引がございます。
Bタイプ

2m×2m×2.7m
会員企業

（正会員・V会員）
⾮会員企業

（賛助会員・ユーザ会員含む）

1⼩間 ¥226,800 ¥259,200 

（税込）

項⽬ ⾃動認識基本認定試験・講習

受験回数 会員企業 ⾮会員企業 学⽣ 共通(試験のみ)

1回⽬受験料 ¥30,000 ¥50,000
¥15,000
（毎回）

¥10,000
（毎回）

1回⽬受験料
（テキスト無） ¥24,000 ¥44,000

2回⽬受験料 ¥15,000 ¥15,000

項⽬
⾃動認識専⾨認定試験・講習

会員企業 ⾮会員企業 共通(試験のみ)

毎回 ¥40,000 ¥60,000 ¥20,000

・1回⽬より3年以内の受験者は2回⽬料⾦を適⽤。3回⽬以降受験は1回⽬と同料⾦。

項目
セミナー聴講料

会員企業 非会員企業

自動認識セミナー（１セッション） ¥3,000 ¥5,000

基礎知識セミナー（集合形式） ¥10,000 ￥20,000

（税込）
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展示会
出展料

資格試験
受講受験料

・⾃動認識総合展（東京）の出展料となります。

セミナー
聴講料



当協会では、会報誌「JAISA」を発⾏し配布致しております。協会催事（総会・賀詞交歓会
・展⽰会等）のトピックスを中⼼に会員企業様向けに発⾏しております。

会報「JAISA」

技術情報誌「JAISA NOW」
「JAISA NOW」では受託事業や標準化活動の報告（市場動向）、導⼊事例の紹介、

技術動向、協会からのご案内などを掲載しております。あらゆる必要情報がパッケージになった媒
体として、情報収集やツールとしてご活⽤いただけます。

8



9

①正会員 正会員は、⾃動認識システム等に関連する機器、ソフトウェアおよび応⽤システム等
の事業を営む企業および当該事業に関連する団体

②賛助会員 正会員に該当しないもので、この法⼈の⽬的に賛同し、その事業に協⼒しようとする
企業、団体および企業に所属しない個⼈

③ユーザ会員 ⾃動認識システム等の導⼊に際し、再販売を⽬的とせず、⾃動認識を利活⽤する
ために情報収集、共同研究、標準化などを⾏おうとする中で、この法⼈の⽬的に賛同
し、その事業に協⼒しようとする企業、団体および企業に所属しない個⼈

④V会員 当協会の進める事業に賛同する設⽴5年未満の企業で、⾃動認識機器およびソフト
ウェアの開発、販売、システム構築等の営業活動を⾏っている企業

会員種別

会員種別 ⼊会⾦ 年会費 
正会員     100,000 円 国内⾃動認識関連の売上⾦額により決定されます。 

国内⾃動認識関連売上⾦額 年会費 

1 億円未満 240,000 円
5 億円未満 300,000 円
10 億円未満 450,000 円
30 億円未満 650,000 円
50 億円未満 900,000 円
100 億円未満 1,000,000 円
100 億円以上 1,600,000 円

 

賛助会員 （法⼈）100,000 円 
（個⼈） 10,000 円 

120,000 円（⼀⼝）※⼀⼝以上お願い致します。 
 30,000 円 

ユーザ会員 （法⼈）100,000 円 
（個⼈） 10,000 円 

120,000 円 
 30,000 円 

V 会員        0 円 120,000 円（但し、最⻑ 2 年間とし以降は原則正会員に⼊会） 
 ※Ｖ会員より正会員への移⾏時、⼊会⾦5万円を申し受けます。

⼊会⼿続き

⼊会申込書を事務局へお送りください
⇒ 申込書は右記URLにございます：https://www.jaisa.or.jp/join.php
※お申し込み後、理事会の承認を得ての正式なご⼊会となります

⼊会お問い合わせ先 ：TEL 03-5825-6651 / FAX 03-5825-6653

⼊会⾦・年会費



アクセス
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代表理事会⻑ 池⽥ 隆之 東芝テック株式会社
代表理事副会⻑ ⻄⽥ 浩⼀ サトーホールディングス株式会社
副会⻑ 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 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 慶応義塾⼤学
理事 菅 清⼆ 株式会社ウェルキャット
理事 九野 伸 株式会社⽇⽴製作所
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 ⻄⽥ 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 ⼩森⾕ 豊 税理⼠法⼈レインボー
監事 住吉 義勝 オカベマーキングシステム株式会社

役員

⼀般社団法⼈ ⽇本⾃動認識システム協会 所在地 〒101-0032
東京都千代⽥区岩本町1-9-5 FKビル７階
電話：03-5825-6651、FAX：03-5825-6653
URL：https://www.jaisa.or.jp/


