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LPI-Japan、株式会社ネオジャパンの LPI-Japan ビジネスパートナー制度加入を発表
IT プロフェッショナル認定機関として「LPIC」「OSS-DB 技術者認定試験」「HTML5 プロフェッショナル認
定試験」を実施する特定非営利活動法人エルピーアイジャパン（以下：LPI-Japan、東京都港区、理事長 成
井 弦 、www.lpi.or.jp ） は、株 式 会 社 ネオ ジャパ ン （神 奈 川 県 横浜 市 、代 表取 締 役 社 長 齋 藤 昌 議、
http://www.neo.co.jp/ ）の、「LPI-Japan ビジネスパートナー制度（※1）」加入を発表しました。
株式会社ネオジャパンは、『リアルな IT コミュニケーションで豊かな社会形成に貢献』というミッションのもと、
数多くの企業・学校・病院・官公庁などで幅広く利用されているコミュニケーション支援パッケージソフトウエア
「desknet's NEO（※2）」をはじめとする、様々なソフトウェアなどを開発・提供しています。同社では Linux、
PostgreSQL をはじめとするオープンソースソフトウェアや次世代 Web 標準技術「HTML5」の活用を推進して
おり、同社の提供する「desknet's NEO」などの製品で採用しています。同社では、「LPIC」や「OSS-DB 技術者
認定試験」を技術者教育や認定の取得支援として積極的に取り入れることにより、より一層高いスキルを持つ
エンジニアを育成し事業の強化を目指します。
LPI-Japan は、今後同社との協業にてセミナーなどの活動を実施し OSS/Linux の品質向上や活用の普及
に貢献いたします。また、そうした両社協業による様々な活動は企業における OSS/Linux の更なる活用の一
助となるものと考えます。
【コメント】
株式会社ネオジャパン
代表取締役社長

齋藤 昌議

当社では、グループウェア desknet's NEO をはじめお客様個別の業務システムにて、小規模から大規模まで
の様々なシステムにおいてプラットフォームに Linux 及び OSS-DB の環境を採用しています。
今後も Linux 及び OSS-DB を活用し、費用対効果の高く標準性にも優れたシステムの実現を提案して参りま
す。
LPI-Japan ビジネスパートナー制度への参加を通して、社内エンジニアの Linux 及び OSS-DB の技術力向上
を図り、OSS の更なる普及と市場活性への取り組みに貢献して参ります。
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※1 ビジネスパートナー制度について
LPI-Japan では、ビジネスパートナー参加企業への活動として、年間数十回ほど開催される各種セミナーにお
いての企業名の露出や、ビジネスパートナー主催セミナーへの集客協力など、積極的な活動を展開して実績
をあげています。
同制度の具体的な活動内容については、下記ＵＲＬの情報を参照願います。
http://lpi.or.jp/bp/
LPI-Japan ビジネスパートナー企業の情報は次のとおりです。
http://lpi.or.jp/bp/list/
※2 desknet's NEO について
全国で 305 万ユーザー（2014 年 9 月現在）以上の導入実績を持つ Web グループウェア。中小企業から大企
業、自治体、学校、各種団体等、業種・規模を問わず幅広いお客様にご利用いただいております。
「使いたくなるグループウェア」を製品コンセプトに、HTML5 を全面的に採用したインターフェースによりこれま
での業務システムとは一線を画す「見やすさ」「使いやすさ」を実現しています。PC でもスマートフォンでも、オ
ンプレミスでもクラウドでも、最小のコストで最大の導入成果を発揮します。
製品の詳細については、下記 URL をご参照下さい。
http://www.desknets.com/
●株式会社ネオジャパンの概要（http://www.neo.co.jp）
会社名：株式会社ネオジャパン
代表者：代表取締役社長 齋藤晶議
所在地：〒220-8110 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1 横浜ランドマークタワー10F
設 立：1992 年（平成 4 年）2 月 29 日
事業内容：
1.Web グループウェア「desknet's NEO」をはじめとするパッケージソフトの開発・販売
2.パッケージソフトをカスタマイズしてレンタルする ASP サービス
3.アプリケーション・システムの企画/設計/開発、ネットワークインフラ構築等、システムにかかわるあらゆるサ
ービスを統合的に提供しているトータルシステムインテグレータ。
==========================================================================================
LPI-Japan について
==========================================================================================
LPI-Japan は、日本での OSS/Linux の技術力認定試験の普及と IT プロフェッショナルの育成のため、2000
年 7 月に設立された NPO 法人です。
LPI-Japan は、Linux 技術者の技術力の認定制度「LPIC」などの IT 技術者の技術力の認定制度を中立公正
な立場で公平かつ厳正に運営することを通じて、日本における IT プロフェッショナルの育成、さらには
OSS/Linux ビジネスの促進に寄与する活動を展開しています。
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●LPI-Japan の概要（http://lpi.or.jp/）
法人名：特定非営利活動法人 エルピーアイジャパン
所在地:〒106-0041 東京都港区麻布台 1-11-9 CR 神谷町ビル 7F
連絡先 TEL：03-3568-4482、FAX：03-3568-4483、e-mail：info@lpi.or.jp
設 立：2000 年（平成 12 年）7 月 28 日
業務内容：OSS/Linux の普及・推進、OSS/Linux 技術者認定試験の実施と認定
理事長：成井 弦
理事：鈴木 敦夫、高橋 千恵子、鈴木 友峰、橋本 尚、福地 正夫、中野 正彦、池田 秀一、丸茂 晴晃
監事：寺本 振透
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＜登録商標＞
Linux Professional Institute Japan 及び LPI-Japan は、
特定非営利活動法人エルピーアイジャパンの登録商標です。
Linux は Linus Torvalds の登録商標です。文中に記載されているその他すべての商標は、
それぞれの所有者に所有権が属しています。
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