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LANSAコンソーシアム
とは･･･ 



LANSAコンソーシアムとは･･･ 
IBM i (System i, AS/400, iSeries, i5)
に関連するビジネスを展開し、かつ統合 
開発ツール LANSA に興味を持つソフト 
ウェア会社を中心に、1996年に 
｢LANSAコンソーシアム｣ を設立 

LANSA製品の有効利用についての 
知識・技術の向上に寄与し、併せて会員 
相互の啓発・親睦を図ることを目的とする 

現在、会員として、ソフトウェアハウス、
日本アイ・ビー・エム特約店を中心に60社
余りが加入し、情報交換会の開催等活発な
活動を展開 



2011年度 役員 
 
理事長  株式会社ニッポンダイナミックシステムズ  
       代表取締役社長     平山 武司 
 
理事/中部 株式会社テスク  
       代表取締役会長    梅田 渉   
 
理事    株式会社システムトラスト  
       代表取締役社長    中浦 正浩 
 
理事    株式会社アイエスアール 
       代表取締役社長    益永 高和気 
 
理事  トッパン エムアンドアイ株式会社 
       営業推進本部長    千葉 武彦 
  
理事    ネオアクシス株式会社 
       代表取締役社長    高橋 正行 
 
理事/監事   株式会社アイネット  
       クラウドシステム事業部長   伊藤 美樹雄 
 



2011年度 活動計画 



2011年度 活動計画 
 

案件及び技術情報の共有  
メーリングリストの活用 

事例研究会（2か月に1回開催） 
事例コンクール 
LANSAオーストラリア研修ツアー 
LANSA Forum 2011 及び 

    LANSA Forum 2011 大阪（後援） 
LANSAオープンゴルフコンペ 



2011年度 活動計画 

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月 
11
月 

12
月 

1月 2月 3月 

総会 10 

LANSA Forum 2011 
(東京) 

13 

LANSA Forum 2011 
(大阪) 

2 

LANSAオーストラリア
研修ツアー2011 

13-
18 

LANSAオープンゴルフ
コンペ 

16 

iSUC（大津） 19-
21 

事例コンクール 締切 
審査 

発表 

事例研究会 26 22 23 4 14 ● 

定例理事会 10 29 29 1 

●は実施予定月/数字は実施予定日 



事例研究会について 



事例研究会 
2005年6月より開催、現在までに38回実施 

テーマ： 導入・開発事例、課題討議、製品紹介 など 
 
主旨について 

会の目指すところ 
単にコーディング方法の紹介・検討にとどまらず、ビジネス・ニーズに基
づいた事例を研究し、お客様へのアプローチ、インプリメンテーションに
わたる広範囲なスキルの共有、伝播をもって生産性の増大、会員のビジネ
スの拡大を目指す 

 
会の運営指針 

2wayコミュニケーション 
参会者による自主運営 
固定メンバー 
定例実施 
必要に応じてエンド・ユーザーもゲストとして参加可能 

 
2ヶ月に１回開催、ランサ・ジャパン本社（東京・九段）にて 



事例研究会 ～2010年度 活動実績～ 

第30回 2010/6/9 
 LANSAで使っている仕様書を持ち寄ろう 

第31回 2010/8/18 
 LANSA開発時のフィールドネーミングルール 
    について 
第32回 2010/10/13 
   LANSAプロジェクトに潜む罠 
第33回 2010/12/15 
  LANSAの提案書を考えよう 

第34回 2011/2/23 
         LANSA V12のご紹介 



事例研究会 ～2011年度 活動実績～ 

第35回 2011/4/26 
 RAMP、WAM、Integrator の最新事例紹介 

第36回 2011/6/22 
 事例から学ぶLANSAプロジェクト管理 

第37回 2011/8/23 
 LANSAへの疑問、募集いたします！ 

第38回 2011/10/4 
 LANSAユーザー掲示板の開設について 

 次回（第39回）は･･･ 
2011/12/14 (水) 17時～18時30分（終了後懇親会を開催） 
ランサ・ジャパン 本社（東京都千代田区） 
テーマ    “LANSAユーザー掲示板によせられたご質問” 
参加ご希望の方は 
LANSAコンソーシアム事務局 宛にご連絡ください！！ 
E-Mail: consortium@lansa.jp    TEL: 03-5275-1201  



事例コンクール 



第11回 事例コンクール 
2012年7月末 事例募集締切 
2012年9月 

    受賞者を決定し、優秀事例については 
    LANSA Forum 2012 (東京) にて発表して 
    いただきます 
 
開発導入事例： LANSAを使用し開発・導入した案件の事例 
販売事例：    LANSAを提案し成約した案件の事例 
 
⇒ 優秀事例： 
 オーストラリア研修ツアーにご招待 
 （2012年11月予定） 

 
→応募要項等は 
別紙参照 

どなた様でも 
応募可能です！ 
 



2011年度 活動報告 



第15回 LANSAコンソーシアム年次総会 
 
 
 

2011/5/10 JJK会館（東京・東銀座） 28社58名 出席 



LANSA Forum 2011 
 
 
 

123社 230名 出席 エンドユーザー様による事例紹介、ソリューション 
紹介、テクニカルセッションの3トラックにて開催 

ゲストスピーチ： 
マラソンランナー 

谷川 真理様 

2011/9/13 大手町サンケイプラザ（東京・大手町） 

クーペ＆Shifo
ライブ 



LANSA Forum 2011 
 
第10回 事例コンクール 優秀賞 発表 
（懇親会にて表彰式を開催、各事例はセッションにて発表） 

株式会社前田組様 
   「 RAMPとCTIの連携事例」 

株式会社トレセンテ様 
   「 iPadとLANSAの活用で成約率UP!! 」 

桑村繊維株式会社様 
   「 RAMP その応用」 

尾家産業株式会社様 
   「 LANSA Composer 事例 」 

2011/9/13 大手町サンケイプラザ（東京・大手町） 



LANSAオープンゴルフコンペ 
 
 
 

2011/9/16 
桜ケ丘カントリークラブ 

（東京・多摩） 
6組22名参加 



第22回 iSUC 
2011/10/19-21 大津プリンスホテル（滋賀・大津） 

UOSグループ内ブースにて 
LANSA Composer/RAMP [LJ]、e-就業ASP [NDS] を出展 



LANSAオーストラリア研修ツアー2011 

スケジュール 
2011年 11月 13日（日）～ 18日（金） 
4泊6日 
シドニー（オーストラリア） 

内容 
ワールドワイドのLANSA利用状況 
LANSAの今後の戦略について 
新製品のご紹介 
最新バージョンと今後の製品動向 
世界各国の事例紹介 
海外ユーザーによる事例紹介 
ディスカッション(通訳付) 

 

7社8名参加予定 （事務局を含む） 



Webサイト  -  www.lansa.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
LANSAコンソーシアムのURL  
www.lansa.jp/partners/consortium.htm 



 
 

ご清聴いただき 
ありがとうございました 
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