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JECC　2022年度「第51回 優秀保守技術者表彰式典」を開催
保守技術者の日頃の努力を称え、感謝

席し、表彰を受けた。あわせて、JECCが募集した「保守
サービス向上月間標語」（応募数16,492編）の中から選
ばれた最優秀賞1名と優秀賞4名、「保守サービスに関す
る感想文」（同339編）から選ばれた最優秀賞1名、優秀
賞3名も表彰を受けた。
　式典ではJECC桑田始社長挨拶の後、表彰が行われ、経
済産業省 商務情報政策局の西川和見総務課長、一般社団
法人 電子情報技術産業協会の長尾尚人専務理事が祝辞を
述べた。また、受賞者を代表して、ＯＫＩクロステック
株式会社 第一支社 サポートサービス第三部 立川支店 鎌
田安彦氏が挨拶の言葉を述べた。
　そして、株式会社原田教育研究所 代表取締役社長 原
田隆史氏が「自立型人間と自立型組織育成の極意～一寸
先は、光です！～」をテーマに記念講演を行い、人材や
組織の育成方法について、中学校教諭時代の体験と実際
に取り入れた指導法を交えて語った。

　JECCは10月6日、東京・経団連会館カンファレンスに
おいて、「第51回 優秀保守技術者表彰式典」を開催し、
同時にオンラインでも配信された。「保守サービス向上
月間」の一環として毎年行っている行事で、今年51回目
を迎えた。式典には、今年度の優秀保守技術者に選ばれ
た25グループ、標語・感想文の入賞者9名が招待され、
JECCの桑田始社長から表彰された。
　表彰式典は、お客様のコンピュータ・システムの安定
稼動を維持するために、トラブルを未然に防ぐ予防保
守活動をはじめ、万一故障があった場合、昼夜の区別な
く、システム復旧のために努力している保守サービス技
術者や、支援関係者の日頃の努力を称え、感謝するも
の。JECCが1972年から実施している。
　優秀保守技術者として表彰されたのは、ユーザー及び
メーカーから高い評価を受け、推薦された25の担当保守
グループのメンバー233名。各グループから代表1名が出

挨拶する桑田社長
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して、心より敬意を表する次第です。
　コロナ禍を経て、社会はデジタル化の必要性を再認識
し、そうした社会の要請に応えるべく、さまざまな技術
が進化し、新しい価値やサービスが次々と生みだされて
います。
　弊社としても、本日ご列席の保守サービス各社様及び
協力各社様、メーカー様と共にお客様との共創を通じ、
お客様のデジタルトランスフォーメーションに貢献すべ
く、より一層のサービス向上に取り組んでまいります。
　弊社が、ブランドスローガンとして掲げております
「ITとファイナンスを、プロデュース。」のように、IT
とファイナンスを融合した、多様で先進的なサービスを
通じ、戦略的なIT利活用の実現をプロデュースする企業
として、持続可能な環境・社会づくりの実現に向けた努

桑田始社長の挨拶（要旨）
　本日はご多忙のところ、「第51回 優秀保守技術者表彰
式典」にご列席いただき、誠にありがとうございます。
　私どもJECCにおきましては、毎年10月を「保守サー
ビス向上月間」と定め、弊社賃貸資産の保守サービス状
況を総点検するとともに、システムの安定稼動に日夜ご
努力をいただいている保守技術者の方々、並びに、保守
サービス向上に関する標語及び感想文の優秀作品に入賞
された方々の表彰をあわせて行ってまいりました。
　いまだ新型コロナウイルスの感染収束には予断を許さ
ない状況ではございますが、本年度は3年ぶりに、経団連
会館カンファレンスにご参集いただいたうえで式典を開
催できる運びとなりました。直接お越しいただくことが
叶わない方々にはWeb配信をご覧いただいております。
本年度の開催にあたりましてご協力いただいた皆様に厚
く御礼申し上げます。
　昼夜を問わず、お客様のITインフラをお守りする皆様
の保守サービス業務は、社会にとって欠くことのできな
い重要な仕事であり、そのご努力は、弊社の保守状況調
査においても、お客様からの高い評価として表れている
ところです。
　本日ご列席の保守サービス各社様及び協力各社様は、
いまだに新型コロナウイルス禍であるなど、大変厳しい
環境下にあって、お客様対応をはじめとして、システム
の安定稼動のためさまざまなご尽力をいただいておりま
す。保守サービス技術者の皆様の多大なご努力に対しま 3年ぶりに、全国各地から受賞者らが集う式典となった
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を心からお喜び申し上げます。栄えある「優秀保守技術
者」として表彰されます皆様にお祝いを申し上げるとと
もに、敬意を表します。
　一昨年から続く新型コロナウイルスとの闘いは、今な
お予断を許さない状態が続いておりますが、我が国の経
済が今後も力強く成長を続けていくために、未来志向の
デジタルトランスフォーメーションは原動力であり、官
民を挙げた社会全体のデジタル化を大胆に加速しなけれ
ばなりません。
　ポストコロナに向けたデジタル社会の実現には、本格
的にデジタルインフラを整備していくことが重要です。
そのためには、社会・経済の中核となるデジタル基盤の
整備・保守・点検が高水準で行われ、安定的に稼働して
いくことが大前提となり、今後ますます不可欠になって
いきます。
　これは、日々絶え間なく保守業務を担う皆様の存在が
あってこそ実現できるものであり、これまで以上に皆様
の活躍の場が拡大していくと考えられます。日本で、そ
して世界で、皆様のますますのご活躍を期待しておりま
す。
　「優秀保守技術者表彰式典」は、こうしたデジタル社
会にとって不可欠な技術者の研鑽を称えることで、日本
のこれまでのIT分野の発展に貢献し、寄与してきた歴史
ある式典です。日本社会を支える、保守サービスの向上
に資するこの式典が今後とも末永く続くことを期待して
おります。

力を行い、社会に貢献できる会社として、お客様にご満
足いただけるよう、尽力してまいる所存です。
　皆様方のより一層のご指導、ご支援、ご協力を切にお
願い申し上げます。
　最後になりますが、本日、表彰を受けられます保守
サービス技術者の皆様方の今後ますますのご活躍と、ご
列席の皆様方のご健勝、ご発展を切に祈念いたしまし
て、ご挨拶とさせていただきます。
　ありがとうございました。

経済産業省 商務情報政策局
西川和見総務課長の祝辞
　この度は、第51回「優秀保守技術者表彰」の表彰式典
が、関係者の皆様のご尽力の下、今年も開催されること

リアル開催の模様はWebでも同時配信された
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組んでおりますが、
主催している総合展
「CEATEC」もその
うちの1つです。本
年は3年ぶりに幕張
メッセでの対面開催
を予定しています。
CEATECはSociety 
5.0の総合展を謳って
おり、業種・業界を
超えてデジタル技術で未来の社会を共に創っていく、共
創の場です。Society 5.0の実現に向けて、これから、あ
らゆる業界、あらゆる暮らしの場面でデジタル技術がよ
り広く、より積極的に活用されていくことは間違いあり
ません。そして、それを支えていくのが日頃からの保守
サービス、安全・確実な情報処理基盤です。
　JECCの最新の保守状況調査結果によれば、システム
の予防保守や障害対応への満足度は引き続き高い評価が
得られていると伺っております。皆様が、日頃取り組ま
れている保守サービスの継続的な努力を通じ、社会のデ
ジタルトランスフォーメーションの推進、そしてSociety 
5.0の実現に向けて、我が国の情報技術の発展に今後と
も貢献されることを期待しております。最後になります
が、今回、表彰をお受けになりました皆様をはじめ、ご
出席の皆様方のご健勝とますますのご活躍を心からお祈
り申し上げます。

　最後に、受賞者の
皆様、審査いただい
た「保守サービス責
任者会議」の方々、
本式典を運営されて
いる株式会社JECC
の方々をはじめ、関
係者の皆様の不断の
御尽力に対して深く
感謝申し上げるとと

もに、本日ご臨席の皆様のご健勝を祈念して私のご挨拶
とさせていただきます。

一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）
長尾尚人専務理事による時田隆仁会長の祝辞（要旨）
　この度は、「優秀保守技術者表彰」が第51回を迎えら
れたことを、心よりお祝い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症が社会に多大な影響を与え
る最中にあっても、重要な社会基盤であるコンピュー
タ・ネットワークシステムの継続的・安定的な稼働にご
尽力されてこられた皆様に敬意を表します。
　さて、直面する多様な社会課題を解決していくために
は、デジタル化のさらなる加速、とりわけ社会のデジタ
ルトランスフォーメーションを推進していくことが求め
られています。その先にあるのが、「Society 5.0」です。
私どもJEITAも、Society 5.0の実現に向けて幅広く取り

経済産業省　商務情報政策局
西川和見総務課長

挨拶する電子情報技術産業協会の
長尾尚人専務理事



6

2022. 特別号 No.578JECCNEWS

受賞者を代表して挨拶する
ＯＫＩクロステック株式会社の鎌田安彦氏

表彰式典終了後に記念撮影する受賞代表者一同

「保守サービス向上月間標語」最優秀賞の
輪内真二氏の代理で表彰を受ける
西村勝吉氏（手前右）

「保守サービスに関する感想文」最優秀賞
の表彰を受ける穴倉翔氏（手前右）
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■東芝ＩＴサービス株式会社
［グループ名称］

ＳＣＳＫ株式会社 様　コンビニエンスストア　
保守サービスグループ

［所属・氏名］
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　
サービスマネジメント担当
寺園祥二（代表）
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　
技術支援担当
山本要
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　第一担当
神作靖行
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　第二担当
佐々木一嘉
営業統括部　第二営業部　第一担当
倉吉桂
フィールドサービスセンタ　東日本フィールドサービス部　
南関東サービス担当
伊達敬太郎
フィールドサービスセンタ　東日本フィールドサービス部　
首都圏サービス担当
山口雄大
フィールドサービスセンタ　西日本フィールドサービス部　
九州サービス担当
西田伸一
フィールドサービスセンタ　東日本フィールドサービス部　
中四国サービス担当
津田弘
フィールドサービスセンタ　西日本フィールドサービス部　
関西サービス担当
伊谷巧

日本電気株式会社関係
■ＮＥＣフィールディング株式会社

［グループ名称］
ＮＳサービス部　保守グループ

［所属・氏名］
官庁公共事業部　ＮＳサービス部　第二課
井嶋祐樹（代表）
大門靖尚、外戸口正輝、中村一貴、木内翔太、田崎弘一郎、
東天司、岩本純也、榎本将仁、白石航

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

旭川支店　保守グループ
［所属・氏名］

北海道支社　旭川支店
保科誠（代表）
松井尚史、長濱元之、牧野茂男、須藤肇、石黒英人、松尾敏生、
松原翔、植田雅道、藤島徳幸

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

盛岡支店　保守グループ
［所属・氏名］

東北支社　盛岡支店
佐々木秀（代表）
小松洋行

沖電気工業株式会社関係
■ＯＫＩクロステック株式会社

［グループ名称］
第一支社　サポートサービス第三部　立川支店

［所属・氏名］
第一支社　サポートサービス第三部　立川支店
鎌田安彦（代表）
第一支社　営業部　第四課
柳井浩、落石寿一
第一支社　サポートサービス第三部　立川支店　サービスSE係
石田開
第一支社　サポートサービス第三部　立川支店　CE係　
岸野弘治、堀内博文、秋山浩司、阿部慧治、中村颯太
第一支社　サポートサービス第三部　立川支店　
八王子サービスセンター
矢口直人

■ＯＫＩクロステック株式会社
［グループ名称］

東北支社　サポートサービス第二部　北都銀行 様　保守グループ
［所属・氏名］

東北支社　サポートサービス第二部　岩手支店
川原豊（代表）
東北支社　サポートサービス第一部　仙台支店
鏡友弘
東北支社　サポートサービス第一部　仙台支店　サービスSE第一係
菅原一哉
東北支社　サポートサービス第二部　秋田支店　サービスSE係
佐々木崇雄
東北支社　サポートサービス第二部　秋田支店　CE係
増田圭
東北支社　サポートサービス第二部　岩手支店　CE係
荒井楓
東北支社　サポートサービス第二部
増井伸一
東北支社　サポートサービス第二部　秋田支店　サービスSE係
小野寺崇志

株式会社東芝関係
■東芝ＩＴサービス株式会社

［グループ名称］
東京電力ホールディングス株式会社　柏崎刈羽原子力発電所 様　
保守サービスグループ

［所属・氏名］
フィールドサービスセンタ　東日本フィールドサービス部　
北関東サービス担当
木村慎也（代表）
吉村剛、髙橋良次、菊地春雄、林克則
フィールドサービスセンタ　西日本フィールドサービス部　
九州サービス担当
坂田惣一郎
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　第三担当
重井正昭
サポート＆ソリューション統括部　ソリューション推進部　第四担当
関友弘
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　
技術支援担当
武田陽介
サポート＆ソリューション統括部　サポート＆ソリューション管理部
佐川淳二

2022年度 優秀保守技術者（敬称略）
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株式会社日立製作所関係
■ 株式会社 日立システムズ／ 

株式会社 日立システムズフィールドサービス
［グループ名称］

公共・社会プラットフォーム事業部　アドバンスドサービス本部　
第一サービス部　第二グループ

［所属・氏名］
日立システムズ　公共・社会事業グループ　
公共・社会プラットフォーム事業部　アドバンスドサービス本部　
第一サービス部　第二グループ
吉本篤史（代表）
宇都木昌志、岡崎弘幸
日立システムズフィールドサービス　支社統括本部　首都圏支社　
首都圏支店　第２サービス部　第２サービスグループ
堀部努、角張良明、榎本裕亮、加藤和宏、田口晃一郎、杉山聡二郎、
五明陸弥、小籠哲志、佐藤界、小林拓、横山和由、野村雅宏

■株式会社 日立システムズフィールドサービス
［グループ名称］

支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第２サービス部　
盛岡オフィス

［所属・氏名］
支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第２サービス部　
盛岡オフィス
鎌田雅哉（代表）
中落昌弘、伊嶋政弘、渡邊直人、吉田脩人、坂下健一
支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第２サービス部　
釜石サービスセンタ
畠山学
支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第１サービス部　
仙台オフィス
小関理
支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第２サービス部　
八戸サービスセンタ
高橋雄二
支社統括事業部　東日本支社　東北支店　第２サービス部　
盛岡オフィス
宮野和也

■株式会社 日立システムズ
［グループ名称］

コンタクトセンタ＆ＢＰＯサービス事業部
［所属・氏名］

ビジネスクラウドサービス事業グループ　
コンタクトセンタ＆ＢＰＯサービス事業部　ＢＰＯシステム運用本部　
第三ビジネスサポート運用部
熊川学（代表）
岩重純一郎、内田雅文、辻藤高、吉田文彦、春崎豊秋、前川晴俊、
財津孝憲、三宅伸平、小関康仁

富士通株式会社関係
■ＰＦＵ　ＩＴサービス株式会社

［グループ名称］
東日本支社　カスタマサービス事業部　東京カスタマサービス部　
新橋第１サービスセンター

［所属・氏名］
東日本支社　カスタマサービス事業部　東京カスタマサービス部　
新橋第１サービスセンター
廣原誠（代表）
笠原貴徳、浦野光正、原田朋彦、大木亮二、村松孝臣、高井英樹、
田中正人、石塚貴規、志村怜

東北支社　盛岡支店　一関営業所
土佐孝史、長谷部誠
東北支社　盛岡支店
奥寺竜仁、船場圭介、袖川大介、寺崎健太
東北支社　盛岡支店　一関営業所
佐々木利一、近江慶之

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

西東京支店　第二サービス課
［所属・氏名］

東京支社　西東京支店　第二サービス課
足立大地（代表）
櫻川圭介、中村駿、浅石佑、高橋裕也、山田幸夫、井上真吾、
田中秀典、松村誠

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

埼玉支店　保守グループ
［所属・氏名］

北関東支社　埼玉支店　第二サービス課
岩渕利男（代表）
中尾多利、五十嵐亮一、佐藤茂樹、末崎弘樹、橋本千明
北関東支社　埼玉支店　第一サービス課
徳武亮平
北関東支社　埼玉支店　第二サービス課
一戸祥、大竹祐樹、西谷研人

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

岐阜支店　東濃営業所　保守グループ
［所属・氏名］

中部支社　岐阜支店　東濃営業所
谷口努（代表）
佐藤良則、尾崎哲也、加藤和浩、藪崎貴大、田崎憲昭、平野光明
中部支社　岐阜支店　サービス課
平瀬秀一、寺倉義典、下元集

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

大阪支店　第五サービス課
［所属・氏名］

関西支社　大阪支店　第五サービス課
甲斐田健（代表）
清水治、堀内淳史、大野卓哉、高岡正育、倉田孝幸

■ＮＥＣフィールディング株式会社
［グループ名称］

筑後佐賀支店　保守グループ
［所属・氏名］

九州支社　筑後佐賀支店
大河内圭介（代表）
古賀典昭、吉村俊宏、岩瀬智宏、川原誠司、城戸明彦
九州支社　筑後佐賀支店　久留米営業所
中里和生、重松幸治、前原貴、長谷川悠貴
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大分支店　佐伯サポートセンター
佐藤康弘

■株式会社 富士通エフサス
［グループ名称］

フィールドサポート本部　西日本第二サポート統括部　
静岡東部サービスセンター　保守グループ

［所属・氏名］
フィールドサポート本部　西日本第二サポート統括部　第二グループ
石井武彦（代表）
大井貞幸、森上智行、天野純也、関原裕史、鈴木嘉人、竹内芳彦、
千葉大樹、先田勝則、松本佳憲

■株式会社 富士通エフサス
［グループ名称］

フィールドサポート本部　西日本第一サポート統括部　
和歌山・奈良地区保守グループ

［所属・氏名］
フィールドサポート本部　西日本第一サポート統括部　
和歌山・奈良地区保守グループ
菅原健（代表）
幸智也、安藤良晃、和田篤忠、森本康彦、丸山英治、大薗雅敬、
松田吏緒、斉藤大輝、谷本隆広

■株式会社 富士通エフサス
［グループ名称］

システム・サービスサポート本部　専門センター統括部　
クライアントサポートグループ

［所属・氏名］
システム・サービスサポート本部　専門センター統括部　
クライアントサポートグループ
山崎貢（代表）
田中洋彰、小山雄介、大熊文雄、林由佳、池田貴志、末永裕哉、
三浦貴光、上田剛志、山口貴広

三菱電機株式会社関係
■三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

［グループ名称］
カスタマサービス部　鹿児島カスタマサービス課

［所属・氏名］
カスタマサービス部　鹿児島カスタマサービス課
廣林晃（代表）
濵﨑英幸、山口貴巳彦、楠田政和

■三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
［グループ名称］

カスタマサービス部　東北カスタマサービス課
［所属・氏名］

カスタマサービス部　東北カスタマサービス課
福田勝（代表）
松岡輝和、千葉茂、花田宗承

表彰理由は「第51回 保守サービス向上月間しおり・感想文集」をご覧ください。

■大興テクノサービス株式会社
［グループ名称］

フィールド支援グループ
［所属・氏名］

フィールド支援部
小美濃重則（代表）
静岡サービス部　静岡サービス課
山梨仁
首都圏サービス部
石坂直樹
静岡サービス部　沼津サービス課
石井直樹
中部サービス部　名古屋サービス課
杉浦敦
北関東サービス部　宇都宮サービス課
金田浩明
中部サービス部　豊橋サービス課
浅野倫史
関西サービス部　関西サービス課
斎藤雄次
中部サービス部　豊橋サービス課
久保田純
フィールド支援部
有賀武久

■ソレキア株式会社
［グループ名称］

群馬カストマサービス部
［所属・氏名］

北関東第一インフラサービス統括部　群馬カストマサービス部
森田忠敏（代表）
今泉俊希、星野孝児、森田毅、春田英治、相川誠、齋藤崇行、
小菅隆也、青木昂一、小柏智則

■株式会社 大崎コンピュータエンヂニアリング
［グループ名称］

第１情報通信ＳＳ統括部　第２情通ＳＳ部　保守グループ
［所属・氏名］

第２情通ＳＳ部　第１課
野口順（代表）
本田正彦、矢ケ崎健一
第２情通ＳＳ部　第２課
田中將嗣、石井智和
第２情通ＳＳ部　第３課
小島良裕、麻生和誠

■株式会社 九州テン
［グループ名称］

システムソリューション事業本部　フィールドイノベーション事業部　
大分支店

［所属・氏名］
大分支店
豊村重喜（代表）
大分支店　宇佐サポートセンター
安部弘一、鈴木雅彦
大分支店　杵築サポートセンター
松本文徳
大分支店
岡田義彦、荒木敦、元田貴之、富山天翔
大分支店　三重サポートセンター
植村大介
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保守サービス向上月間標語の表彰作品

最　優　秀　賞

優　秀　賞

立ち止まれ　かすかな違和感　貴重なサイン
ＯＫＩクロステック株式会社
サポートサービス事業本部　リペアセンター　生産第二部 輪内　真二氏

頼るな経験　捨てよう過信　基本を守って得られる信頼
東芝ＩＴサービス株式会社
サポート＆ソリューション統括部　テクニカルサポート部　第一担当 管毛　博氏

小さな気づきで　ミス防止　守る品質　得られる信頼
株式会社 日立システムズ
サステナビリティ・リスクマネジメント本部
コーポレート・コミュニケーション部　サステナビリティグループ 山崎　一弥氏

確かな技術と　豊かな知識　安心を届ける二刀流
株式会社 両備システムズ
倉敷サポートグループ 渡辺　正氏

次世代へ　引き継ぐ技術　繋ぐ信頼　期待に応える保守サービス
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
カスタマサービス部　中部カスタマサービス課 柴田　朋之氏
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保守サービスに関する感想文の表彰作品

最　優　秀　賞

優　秀　賞

「保守」とは
ＮＥＣフィールディング株式会社
関西支社　大阪支店　第二サービス課 穴倉　翔氏

電話で伝わる想い
東芝ＩＴサービス株式会社
フィールドサービスセンタ
西日本フィールドサービス部
北陸サービス担当 林　紀克氏

求められる判断力（北海道全域停電の現場にて） 
ＮＥＣフィールディング株式会社
北海道支社　旭川支店　帯広営業所 宇野　彰宏氏

話しやすいＣＥであり続けること
富士通エフサス西日本カスタマサービス株式会社
九州カスタマサービス統括部
九州第二カスタマサービス部 早瀬　光汰氏

感想文はホームページ「保守サービス関連事業」からご覧いただけます。　https://www.jecc.com 
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お問い合わせ先 株式会社JECC 水道プラットフォーム事業推進部　
https://www.jecc.com/service/list/ws-platform.html
TEL：03-3216-3605　MAIL：jecc-wsp@jecc.com

水道標準プラットフォームで事業効率化！
『簡易台帳アプリケーション』で施設台帳整備！

台帳情報の整備を行える
「簡易台帳アプリケーション」

　「水道標準プラットフォーム」は、経済産業省の補助事業者に弊社が採択され、構築を進めてきたもので、
水道事業者様が選定されたアプリケーションを搭載しご利用頂くサービスとなっており、2020年5月11
日に提供を開始しました。
　水道法で定められた水道施設台帳の作成にご利用可能な「簡易台帳アプリケーション」も準備しており
ます。デモンストレーション利用も可能でございますので、お気軽にお問合せください。

導入の
メリット

規模に合わせた月額利用
事業規模に合わせたシステム利用で経営資源の最適化！

メリット

1 データ利活用の促進
システムをまたいだ事業データの利用が可能！

メリット

2
広域化のシステム統合が容易
共通ルールに則ったデータ蓄積でシステム統合がスムーズに！

メリット

3 リモート対応に強み
遠隔操作で、BCP対応・テレワークの推進策に！

メリット

4

①水道事業者〈大規模〉 ②水道事業者〈小規模〉③水道事業者〈業務委託〉

A社製アプリケーション B社製アプリケーション C社製アプリケーション

①浄水施設 ②浄水施設 ③浄水施設

水道標準プラットフォームクラウド

標準インターフェース／データセキュリティ

標準インターフェース／データセキュリティ 簡易台帳
アプリケーション 簡易台帳アプリケーション

入力が簡単
入力支援機能で

導入コストが安い
アプリケーションの

データの共有も
アプリケーション未導入の水道業者へ デモ利用可能！

※水道事業者様対象

発行所：株式会社 JECC　〒100-8341 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル　TEL 03-3216-3683

発行人：桑田　　始　　　　編集人：長田　　圭

本誌記事等の無断転載を禁じます。

　本誌送付先の変更・中止については弊社経営企画課までご連
絡いただきますようお願い申し上げます（ご連絡の際は、封筒
の宛名に記載されているお客様番号をお知らせください）。
　お客様からご提供いただいた個人情報はJECCNEWSの発送の
みに利用させていただき、それ以外の目的で利用することはあ
りません。なお、個人情報の取り扱いについては、弊社ホーム
ページに掲載しております「個人情報保護方針（https://www.
jecc.com/policy.html）」をご参照ください。

JECCNEWS編集部からのお知らせ

【送付先の変更・中止、個人情報に関するご連絡】

〒100-8341　東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル
株式会社 JECC　経営企画室　経営企画課　

JECCNEWS編集部
TEL：03-3216-3683／FAX：03-3211-0990
弊社ホームページ：

「フォームでのお問い合わせ」


