
ユーオス・グループは全国規模で

活動するソフトウェア技術集団です。

会員企業とその家族
⚫ ゴルフ
⚫ テニス
⚫ チャリティラン＆ウォーク
⚫ ボウリング
⚫ バーベキュー

⚫ 支部別月例会
⚫ 懇親会/忘年会
⚫ 研修・合宿

⚫ 合同企業説明会

⚫ 子ども向け科学実験教室の開催（出張授業）
⚫ 盲導犬団体への寄付呼びかけ
⚫ ゴミ拾い・公園清掃・植樹活動の企画・実施
⚫ 使用済み切手収集の呼びかけ、取りまとめての寄付
⚫ スペシャルオリンピックス（知的障がい者スポーツ大会）へのボランティア参加

信頼と
自主性

全国で多彩な活動をしています
◆ 年間300回を超える活動を行っています
◆ 年間10億円を超える会員間SES協業を行っています
◆ 年間5回のフェア開催で約2千名を集客しています

40年続いた理由はここにあります
◆ 自己の予算で独立した事務局と事務所を設置し、柔軟な組織で自主的に運営しています
◆ 全国一律ではなく、支部毎に独立した委員会を構成し、地域に合わせた運用をしています
◆ 仕事のあっせん専門の団体ではありません

信頼を置ける人間関係醸成を重視し、円滑な協業はそこから自然に生まれるものです
◆ 先人の知恵を伝承しつつ、時代に合わせて柔軟に活動しています
◆ 緩やかな結束、相互の尊重➔「競業の中に協業あり」
◆ 全てのイベントは強制せず、会員企業の実状にあわせて自主参加しています

参考に
する

考える

体験する

実際に会って
他社の雰囲気
他社の考え方
業界の動向
他地域との交流

企画に参加
社会貢献とは?
ITフェアとは?
協業とは?

イベントに参加
より豊かな日常を
非日常の体験を
通して体得

参加して汗をかきましょう
◆ 他力本願ではなく自主的に活動しています
◆ 会社での立場を超えて自分で汗をかく活動

をしています

非日常が日常を豊かにする

レクリエー
ション

社会貢献

協業

⚫ SES要員/案件情報
⚫ 自社ソリューション
⚫ ITフェア企画実施

啓蒙

⚫ 合同新人研修
⚫ 新技術研修

⚫ 見学会の実施

採用

交流

人脈

づくり
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ユーオス・グループは全国のユーオス会員企業相

互のつながりを大切にしています。Web上はもち

ろんのこと、IT フェア、コンファレンス、研修会、情

報交換会、社会貢献活動など様々な活動を

通じてお互いの絆を深めています。

UOSでつながる

各支部では ITフェアを開催しています。セミナー、基調講演、ブース展示

など、多種多様な企画・発表が行われ、会場では、営業活動・情報交換

が活発に行われます。

企業という枠にとらわれることなく議論できる場が多数用意されています。

経営者同士、営業担当者間、若手技術者間で知識や経験の共有・意

見交換をすることが、幅広い人脈形成を可能にし、信頼関係を築きます。

ユーオス・グループとは

ユーオス・グループは、ユーザ視点に立った IT サービスを提供する企業集団です。

同じ IT サービスを追求する企業同士、時に切磋琢磨し助け合いながら、 会員

各社が共に発展し続けることを目指しています。

１．ユーオス （UOS） ＝ User Oriented Systems Group

２．ユーオス ・ グループは、ユーザーの視点に立った IT サービスの提供をめざします。

３．ユーオス ・ グループは、IBM マーケットビジネスに携わる IT 関連企業の集団です。

４．ユーオス・グループは 競業の中に協業あり の精神をもって、会員相互で切瑳琢磨し、

会員各社の発展をめざします。

理事長あいさつ
近年の世界情勢、 IT 技術の激動は、 それらの機会と脅威にタイムリーに対応

することをますます難しくしています。 また、 少子化による人材不足は IT 産業に

留まらず全産業で大きな課題になっています。 ユーオス ・ グループは、 さまざまな

イベントを通して IBM 様をはじめとした IT の最新情報やトレンドをより多くの会員

の皆様にお届けすることや、 １社では取り組み難い IT 関連事業を会員間の協

業で解決していく仕掛けを提供しています。

それだけに留まらず、 さまざまな企画やイベントに積極的に参加いただいた体験に

より、 人材育成の場となっていることも事実です。

ユーオス ・ グループに集まる会社は、 一見競合他社かもしれませんが、 お互いに

切磋琢磨しながら “競業の中に協業あり” の精神で今日の 40 周年、 全国加

入 300 社に達しています。 全国各支部のイベントへのオブザーバ参加も歓迎し

ておりますので、 それらも併せてご入会をご検討いただければ幸いです。

ユーオス・グループの歩み

入会案内

1982 ● ユーザ出身（兼業）の3社によりグループ活動開始

1983 ● 支部組織を発足、関西支部、中部支部を設立。グループ名称を「ユーオス」と決定

1986 ● 会員交流の場としてユーオス・サロンを共同事務所に設置

1989 ● グループ加入企業数100社を突破

2002 ● 創立20周年記念式典開催（7月：会員数195社）

ユーオス・アーピル採択、新ロゴ・キャッチフレーズ発表

2006 ● 九州支部設立（関東・中部・関西・九州の４支部体制に）

2010 ● 北海道支部設立（関東・中部・関西・九州・北海道の５支部体制に）

2011 ● 理事長交代（平山 武司から武藤 元美へ）

2012 ● 創立30週年記念式典開催（2月：会員数264社）

2017 ● グループ加入企業数 300社突破

理事長交代（武藤 元美から中村 哲へ）

2022 ● 創立40週年記念式典開催予定

本会の会員は、正会員、賛助会員及びOB会員とし、それぞれの資格をもって、

理事会の承認を得て、会員と認められるものとします。

【入会金と会費】

会員は、下記の入会金と会費を納入するものとします。

入会時には、入会金と原則3か月分の会費を前納していただきます。

入会後の会費は、銀行口座振替えにより、3カ月分を前納していただきます。

協 業 交 流

人 脈 信 頼

競業の中に

協業があります

様々な強み、特徴を

もつ企業・人材がたく

さんいます

人・技術・情報の相

互活用ができます

長い歴史と実績に裏付

けられた信頼は、ビジネス

の大きな戦力になります

ITフェアの開催

コンファレンス

情報交換会・研修会

北海道支部 長谷川支部長

関東支部 山中支部長

ユーオス・グループ理事長

中村 哲

関西支部 中村支部長

九州支部 森島支部長

中部支部 森支部長

●正会員 ソフトウェア関連の業を営む会社 50,000円 月/12,000円

●賛助会員 ソフトウェア関連以外の業を営む会社 30,000円 月/10,000円

●OB会員 会員としての活動経験があり、会員会社を離職後に
本人が当会の活動を継続する意思がある個人

無料 年/ 6,000円

入会金 会費

年に一度、全国の会員企業が一堂に会しての一大イベントを繰り広げま

す。グループの活動報告・基調講演・会員相互の情報交換など直接顔を

合わせての交流をします。主催各地の地元産業興しにも貢献しています。


