
グローブ・エフはコンサルティングサービス、技術そしてプロダクトを提供します。globe-F provides 
consulting, technologies and products.

お知らせ
2014年10⽉17⽇
100名を超える⽅にユーザー登録いただきました、ありがとうございます。さて登録維持の確認をお願いします︕ May I thank you 
all registered as users more than 100, then please acknowledge 

to maintain!

2013年05⽉17⽇グローブ・エフCommunityサイトは英語も⼤丈夫です︕globe-F 
Community site accepts communications in English!

2013年05⽉12⽇皆さんようこそ︕Welcome on board!
フォーラム⼀覧

Forum

Topics

Posts

Freshness情報セキュリティInformation Securityこのフォーラムでは情報セキュリティを組織が受容出来るレベルに保ち、維持していく管理システムについて議論していければ幸いです。Management system to ensure information 
security level to organization’s acceptable degree is to be 

discussed in this forum.
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1 year, 2 months ago

まずアカウントを作成してください。ユーザー名パスワードログイン状態を保存ログインお知らせ
100名を超える⽅にユーザー登録いただきました、ありがとうございます。さて登録維持の確認をお願いします︕ May I thank you all 
registered as users more than 

100, then please acknowledge to 

maintain! 2014年10⽉17⽇グローブ・エフCommunityサイトは英語も⼤丈夫です︕globe-F 
Community site accepts 

communications in English! 2013年5⽉17⽇皆さんようこそ︕Welcome on 
board! 2013年5⽉12⽇グローブ・エフトピックスプロフェッショナルな技術サービスを提案します︕Offering 
professsional emgimeering 

services! 2014年10⽉15⽇衛星写真GISの分析・活⽤/GIS、
PC技術問題の解決などインドから⼈材を提供します High tech 
reource now available from India 
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深川彰組込技術Embedded Technologyグローバル化の⼤波が落ち着くなか、すっかり世界の技術センターとなったインド、組込技術分野でも最新のICチップとツール、そしてワールドクラスの技術者、⼀度、経験してください。World technology center, India has grown up in 
these days during calming down of global surge, then you are 

encouraged to utilize it experimentally.
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1 year, 1 month ago

B Mitra同窓会・名簿管理Alumni/Membership List Administratin同窓会の活性化、そして会員の個⼈情報の流出と不正利⽤対策に頭を悩ましている幹事さんへのお薦めです。Secretary of 
branded alumni is strongly recommendded to look into such a 

sophisticated software product or cloud service which would 

enable revitalization of alumni activity and protection personal 

information from leakage and misuse by others. 
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1 year, 2 months ago深川彰防災Disaste Prevention/Recovery⼤地震の脅威が迫り、また毎年のように繰り返される集中豪⾬による地滑りと洪⽔に対して、⾃然災害に備えた、予防や被害軽減、また災害発⽣時の迅速な救援と復旧について対策を練ることが喫緊の課題ですが、その解決策について議論するフォーラムです。In preparing for not only threats of big 
earthquake but also landslides/floods caused by scattered 

dounpour repeated every year, countermeasures to natural 

disaster such as prevention, mitigation of impact, immediate 

response by dispatching rescue crew and recovery are urgent 

issues. This forum is to be provided for discussing about 

solutions.
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1 year, 5 months ago深川彰プロフェッショナルな技術サービスProfesional Engineering 
Services例えば、JAXAは最近、打ち上げに成功した静⽌気象衛星”ひまわり8号”をはじめとして数機の地球観測衛星から数多くの衛星画像を収集し、保管していますが、画像の判読・分析を担う、所謂GIS専門技術者が少数であることから、画像の活⽤が進んでいません。For example, JAXA(Japanese 

to provide GIS service, PC trouble 

fix, etc. 2014年7⽉14⽇患者モニタリングシステムのプロトタイプをアップしましたNow 
Protype of Patient Monitoring 

System Available for review ! 2013年9⽉30⽇パスワード強化のお願いです
Please be advised of necessity to 

enhance password! 2013年9⽉8⽇組込技術者インドから$4K-5Kのオファーです︕Skillfull embedded 
engineer available at $4k-

5K/month 2013年9⽉2⽇グローブ・エフブログ熱さ対策︓28度超えたら冷房オン
Hot Summer; AC on over 28 

degree-celsius(82.4 degree-

fahrenheit) 2014年7⽉28⽇実証︓世界⼀、安全な国の⽇本 
Proved:Safest Country in the 

World! 2014年7⽉20⽇名簿Membership List! 2014年7⽉
14⽇世界⼀、安全な国の⽇本Safest 
Country in the World! 2014年7⽉
11⽇世界⼀のブランド、トヨタでも⼈出不⾜Even TOYOTA, No.1 in 
Automobile Industry, struggling for 

workers! 2014年7⽉4⽇関連リンク株式会社グローブ・エフ
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Aerospace Exploration Agency) has been collecting huge 

number of satellite images from a few earth observation 

satellites including recently successfully launched 

geostationary meteorological satellite “Himawari-8″, while 

those images in archive are hardly used so far due to short of 

GIS specialist who is qualified to read and analyse satellite 

images.

GIS専門技術者はもとより、特に⼈出不⾜に悩む中⼩企業や地⽅公共団体向けのITヘルプデスクの提供と組込技術に関する教育サービス（主にeラーニングによる）をインドの優秀なパートナーと連携の下提供いたします。Service offering by 
GIS specialist and IT help-desk, especially designed for SMEs 

and local governments suffering from short of qualified IT 

engineer, is now starting, in addition education service around 

embedded technology is available mainly as “e-learning”.詳細については、”お問い合わせ”、また電話でお聞きください。Please send inquiry or call for details.
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1 hour, 4 minutes ago

Mehul Tuvar
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