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品川  祥郎 北信テレネックス㈱福井支店
岡田　英男 三谷商事㈱

小森  富夫 ユニコシステム㈱

藤井  孝 アイビーエージェンﾄ㈱ 渉外部会
越前がにロボコン実行委員会

木下  克則 ㈱K２アドバンスト 技術部会
DX化検討委員会

小山  嘉雄 ㈱永和ｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 人材確保・育成部会
DXオープンラボ運営委員会

穴吹  憲男 情報システム工業会 総務・企画部会
事務局担当

渉　外　部　会　（１２名）
部 会 長 福野  泰介 ㈱ｊｉｇ．ｊｐ
副部会長 吉村  一男 インプロジャパン㈱
副部会長 今村  善孝 大電産業㈱

名　誉　会　長 副部会長 田﨑  健治 ミテネインターネット㈱
進藤　哲次 ㈱ネスティ 倉田  鋼志 西日本電信電話㈱福井支店

中田  潤一 ㈱ドコモビジネスソリューションズ
 原　  秀一 ㈱ｉｃｔ４ｅ

参　　　　　与 井澤　茂 英光産業㈱
後藤  基浩 福井県工業技術センター 帝都  久利寿 コネクトフリー㈱
和田　敬信 (公財)ふくい産業支援ｾﾝﾀｰ  林    直樹 SCSKニアショアシステムズ㈱
米沢　晋 福井大学産学官連携本部 浜野　俊治 システック
芥子  育雄 福井工業大学AI&IoTセンター  桂　 信隆 ソニアシステム㈱
渡辺　利章 福井県立大学
寺川  直輝 福井商工会議所 総　務 ･ 企　画　部　会　（１３名)

部 会 長 藤本　潤一 ㈱バリューリンクス
副部会長  東    郁雄 ㈱ビジュアルソフト

事務局長（兼） 穴吹  憲男 副部会長 野口  邦治  ㈱福井新聞社
事務局員 新宅　享子 副部会長 佐野  慎治 福井ネット㈱
DXラボ担当 末定  新治 副部会長 岡田　英男 三谷商事㈱

笹岡　晴雄 共同コンピュータ㈱
松田　由美子 スピリッツ・スマイル

DXオープンラボ運営委員会 青島　智仁 東芝テック㈱北陸支店
運営委員長 小山  嘉雄 ㈱永和ｼｽﾃﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 渡辺　暁丈 福井放送㈱
副委員長 藤本　潤一 ㈱バリューリンクス 松田　宏規 北陸通信ネットワーク㈱
副委員長 大島  恵美子 富士通Japan㈱福井支店  嶋    一哲 北陸電話工事㈱
副委員長 中田  潤一 ㈱ﾄﾞｺﾓﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 木村　太一 三谷産業㈱

上坂　哲教 Loccio
越前がにロボコン実行委員会
実行委員長 土谷  秀靖 ㈱マルツ電波 技　術　部　会　(１４名)
副実行委員長 松田　由美子 スピリッツ・スマイル 部 会 長  後　　淳也 三谷コンピュータ㈱

野口  邦治  ㈱福井新聞社 副部会長 磯橋  秀典 日本電気㈱福井支店
原　　 秀一 ㈱ｉｃｔ４ｅ 副部会長 佐藤  浩一 福井ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱
松田　優一 ㈱ナチュラルスタイル 副部会長 大島  恵美子 富士通Japan㈱福井支店

早川　厚 ㈱アットマーク
ＤＸ化検討委員会 松田  優一 ㈱ナチュラルスタイル
委員長 福野　泰介 ㈱ｊｉｇ．ｊｐ 川崎  直大 E-CP㈱
行政手続分科会 橋本　貢 ㈱ダイナテック
委員長 福野　泰介 ㈱ｊｉｇ．ｊｐ 八木　幸彦 ㈱テラソリューション
メンバー 吉村　一男 インプロジャパン㈱ 白﨑　建次 ㈱ ナンバーフォー

〃 今村  善孝 大電産業㈱ 山田　哲也 日本放送協会　福井放送局
〃 山内  登志美 BIPROGY㈱ 山内　登志美 BIPROGY㈱
〃 向井  邦彦 福井システムズ㈱ 平野  浩次 富士フィルムBI福井㈱
〃 大島  恵美子 富士通Japan㈱福井支店 藤枝　勝己 ㈱ほくつう福井支社
〃 倉田  鋼志 ＮＴＴ西日本福井支店
〃 小森 聡 ユニコシステム㈱ 人　材　確　保 ･ 育　成　部　会　（１４名)

サイバーバレー分科会 部 会 長 向井  邦彦 福井システムズ㈱
委員長 後　　淳也 三谷コンピュータ㈱ 副部会長  濱    義弘 パワーシステム㈱
副委員長 帝都 久利寿 コネクトフリー㈱ 副部会長 新山  史朗 ㈱江守情報

副部会長 品川  祥郎 北信テレネックス㈱福井支店
副部会長 土谷  秀靖 ㈱マルツ電波

冨坂　善博 ㈱旭ワーク
山本  道明 グラスITフィールズ㈱
坂井　順一 ㈱システムエルフ
梅田  憲一 ㈱システム研究所
池田　一博 ㈱美タイプ
光野　稔 福井テレビジョン放送㈱
田中　早奈江 北電情報ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ㈱
石田　志信 ㈱北陸電算サービス
佐藤  英治 まるおかディジタル ㈱
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