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1. LANSAコンソーシアム 



 
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 
 
 

1-1. LANSAコンソーシアム 

LANSAを使った、システムの刷新のご提案、
開発のお手伝いができる、パートナーの会 



1-5. LANSAコンソーシアム会員 
㈱アイエスアール 
㈱アイネット 
イールック・ソリューションズ㈱ 
AGSビジネスコンピューター㈱ 
㈱エキスパート 
㈱エスアイインフォジェニック 
エス・アイ・シー㈱ 
㈱エス・エス・デー 
㈱エス・ティ・アイ 
㈱エム・アイ・エス 
㈱エム・アンド・アイ 
㈱エムツーシステムズ 
オークシステム㈱ 
㈱大阪エヌデーエス 
㈱オムニサイエンス 
㈱グローバルシステム 
㈱コーネル 
㈱シーアイエス 
㈱システム創研 

㈱システムトラスト 
システムプロダクト㈱ 
㈱宙 
タクト情報システムズ㈱ 
㈱ティオス 
㈱データープロセスサービス 
㈱テスク 
トッパンエムアンドアイ㈱ 
ナビオコンピュータ㈱ 
㈱ニッポンダイナミックシステムズ 
㈱ぬ利彦 
ネオアクシス㈱ 
㈱ハネダビジネスフュージョン 
ビジョンソリューションズ・ジャパン 
㈱ 
ベル・データ㈱ 
㈱ミリ・システム 
㈱ユニテック 
㈱レジェンド・アプリケーションズ 

（2013年10月現在 会員数：45社/公開可能の会社様のみ/50音順/敬称略 
 /赤字: 中部・関西地区に本社・支店がある会員） 



1-4. 2013年度 役員 
理事長 ㈱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 ㈱テスク  

 代表取締役会長  梅田 渉  
理事/中部 ㈱システムトラスト 

 代表取締役社長 中浦 正浩 
理事 ㈱アイエスアール 

 取締役副社長 笠間 沙綾子 
理事 トッパン エムアンドアイ㈱ 

サービス事業ソリューション･サービス推進部 
 トータル･マネージド・サービス部 部長 千葉 武彦 

理事 ネオアクシス㈱ 
 代表取締役社長 高橋 正行 

理事/関西 ㈱コーネル 
 代表取締役社長 渡邉 博之 

理事/監事 ㈱アイネット  
 執行役員 クラウドシステム事業部長  伊藤 美樹雄 



1-2. LANSAコンソーシアムの活動 
 

営業情報交換会の開催（隔月） 
開発案件の情報交換 
営業支援ツールのご紹介 
提案事例の共有 

技術情報交換会の開催（年4回） 
新製品、技術動向の情報交換 
開発事例の共有 

事例コンクールの開催 
LANSA Forumの後援 (東京･大阪） 
LANSAオープンゴルフコンペの開催 
LANSAオーストラリア研修ツアーの後援 



1-3. 2013年度 年間スケジュール 
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

総会 28 
LANSA Forum 
2013(東京) 

12 

LANSA Forum 
2013(大阪) 

30 

LANSAオースト
ラリア研修 
ツアー2013 

17
-

22 
LANSAオープン
ゴルフコンペ 

25 

事例コンクール 締
切 

発
表 

営業情報交換会 23 23 22 21 
技術情報交換会 16 18 7 ● 
定例理事会 28 26 28 6 

●は実施予定/数字は実施予定日 



2. 2013年度   活動報告 



Ø 第17回総会 
 5/28 ＠JJK会館（東京・東銀座） 
 36社 60名出席 

 
 

2-1. 活動報告 – 年次総会 

優秀事例 表彰：㈱アイネット 大月 浩志様 



Ø 9/12 ＠アルカディア市ヶ谷 134社 243名出席 
 

 

2-2. 活動報告 – LANSA Forum 東京① 



オープニング   LANSAのこれから、システムのこれから 
ゲストスピーチ  野球でこぼこ道   元プロ野球パ・リーグ審判員   山崎 夏生氏 

2-2. 活動報告 – LANSA Forum 東京② 

①スマートデバイス トラック 
営業支援システムで医療を支える  ～ iPad で無駄を排除～  ㈱ユニテック  
スマートデバイス活用の取り組み   日信電子サービス㈱  
WAM による店舗発注支援システムの再構築 イオンアイビス㈱ 

②基幹システム トラック 
なぜ、5250 が複数立ち上がっているの？ 
          ～見えてきた 5250 アプリケーションの限界～ 

大和工業㈱ 

LANSA を活用した 5250 生産管理パッケージの GUI 化  AGSビジネス 
コンピューター㈱ 

基幹システム構築でコスト削減・業務効率向上・将来性確保を実現 ネオアクシス㈱  

③テクニカル トラック 
LANSA最新技術ノート ㈱ランサ・ジャパン 
LANSAとIBM PureSystems ㈱ランサ・ジャパン 
LANSAと帳票 ㈱ランサ・ジャパン 

懇親会、事例コンクール表彰式、抽選会 



Ø 事例コンクール 優秀事例： 
 
 
日信電子サービス㈱ 満武 謙一様 
「スマートデバイス活用の取り組み」 
大和工業㈱ 奥澤 智佳子様 
「なぜ5250が複数立ち上がっているの？ 
    ～見えてきた5250アプリケーションの限界～」 
イオンアイビス㈱ 庄司 和史様 
「WAM による店舗発注支援システムの再構築」 

2-2. 活動報告 – LANSA Forum 東京③ 



Ø 10/25 ＠茨城ゴルフ倶楽部（つくばみらい） 
   5組20名 参加 

2-3. 活動報告 – LANSAオープンゴルフコンペ 



Ø スケジュール 
Ø 2013年11月17日 (日)～ 22日(金) 4泊6日 
Ø オーストラリア・シドニー 
Ø 10社11名が参加予定 

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

2-4. 活動計画 – LANSAオーストラリア研修ツアー 
13回でのべ

117名が参加 



営業情報交換会とは？ 
Ø 2012年4月～現在までに 9回 開催 
Ø 隔月、17時30分～LJ本社(東京)などにて開催 
Ø 会員のビジネスの発展・拡大を目的 
Ø LANSAを通じて各会員のビジネスの発展・拡大を目指す 
Ø 営業部門の責任者・担当者向け 
Ø LANSA導入の成功事例や、製品をご紹介する際のポイント・構成

等、会員の営業活動のヒントとなる情報を会員間で交換 
Ø 内容 
Ø エンドユーザーがナゼ、LANSAを採用したのか？ 

参加各社が受注成功事例を紹介し、営業活動のヒントを共有する 
Ø LANSA製品・ソリューションの最新情報を参加各社に伝え日々の

営業活動に活かす 
Ø 参加各社の強みや、セールスポイントを発表いただき会員間での

ビジネスの協業を促進する 
Ø  LANSA をきっかけにLANSA以外でのビジネスにも役立てて 

 いただく 
 

2-5. 活動報告 – 営業情報交換会① 



開催日 出席者 
（社/名） 

タイトル 

第7回 2013/4/23 9 20 スマートデバイスアプリケーションの提
案事例 

第8回 2013/7/23 9 13 工業用ゴム製品メーカーへの
LongRange販売事例 

第9回 2013/10/22 7 11 ネイティブアプリ開発ツール
【LongRange】活用方法のヒントとし
て、iPhone･iPadの法人向け利用事例等
をご紹介 

第10回 2014/1/21 (火)  
17:30-19:00 
※終了後、懇親会を開催 
＠ランサ・ジャパン 
本社（東京・九段） 

詳細決まり次第、Webサイトやメール等
にてお知らせいたします 

2-5. 活動報告 – 営業情報交換会② 



技術情報交換会とは？ 
Ø 2005年6月～現在までに 46回 開催 
Ø 年4回開催、17時～LJ本社（東京）などにて開催 
Ø LANSAのコーディングから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 
技術の獲得を目指す 

Ø 会の運営指針 
Ø 2wayコミュニケーション 
Ø 参会者による自主運営 
Ø 必要に応じてエンド･ユーザーもゲストとして参加可能 
Ø ハンズオンによるスキルトランスファーも実施 
 
 
 
 
 

2-5. 活動報告 – 技術情報交換会① 



2-5. 活動報告 – 技術情報交換会② 

開催日 出席者 
（社/名） 

タイトル 

第45回 2013/5/16 9 16 WAMモバイルでスマートフォンのWeb 
アプリケーションを作ろう！ 
 

第46回 2013/7/18 5 7 iPadを活用したWAMの最新事例 
 

第47回 11/7 (木)  
17:00-18:30 
※終了後、懇親会を開催 
＠ランサ・ジャパン 
本社（東京・九段） 

IBM i 25周年記念 
『米国IBM 視察ツアー』の参加報告 
今回、日本IBM パワーシステム事業部主催の 
IBM i 25周年記念『米国IBM 視察ツアー』
に参加される、ニッポンダイナミックシステ
ムズ様より、視察ツアーの概要やご感想など
を交えてお話いただきます。 

➔ 参加ご希望の方は 
  LANSAコンソーシアム事務局 までご連絡ください！！ 
  E-Mail: consortium@lansa.jp TEL: 03-5275-1201 



Ø 第13回 事例コンクール 
Ø 2014年7月末 事例募集締切 
Ø 2014年9月 
 受賞者を決定し、優秀賞 受賞事例については 

LANSA Forum 2014 (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 
Ø 優秀賞： 

オーストラリア研修ツアーにご招待(2014年秋) 

2-6. 活動計画 – 事例コンクール 

応募要項等は 
別紙参照 

どなた様でも 
応募可 



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

LANSAコンソーシアムに関するお問合せはこちらまで↓ 
LANSAコンソーシアム事務局（㈱ランサ・ジャパン内） 
E-Mail: consortium@lansa.jp TEL: 03-5275-1201 



LANSAコンソーシアムの会員は、 
お客様のビジネスを支えるシステムに、
最適なご提案ができるよう、 
日々研鑽を重ねています。 
 何か困ったことがあったら… 

何か相談したいことがあったら… 
是非、お声掛けください 



  
 

ご清聴いただき 
ありがとうございました 
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