
We wi l l  focus on design.



ITサービスの提供を通じてお客様のビジネスを
成長させる事が、私たちのビジネスです。

お客様に満足してもらうこと。お客様を感動させること。

単に製品やサービスを提供するだけの会社ではありません。

製品やサービスを媒体にし、IT技術を用いて、お客様のビジネスの成功を応援することが、私達のミッションです。

これからもお客様のビジョンを可能な限りお聞きし、「お客様が何を目指し」「どのような方向へ進もうとしているの

か」を理解して、成功へ向けたお手伝いのできる最良のパートナーを目指します。

すべての人々の笑顔と感動のために、わたしたちは全力で走り続けます。

32



Phi losophy

OUR STYLE

OUR MISSION

GUIDELINES FOR 
ACTION

経営理念

最高の笑顔と
感動を創る会社
One for All, All for Win-Win, Win-Win for Smile

Our Style
KODAWARI（品質に拘る、スピードに拘る、デザインに拘る）

Our Mission
「より 楽しい便利」を社会へ届ける

Guidelines for Action
Cool & Innovation = Happy（カッコいい革新が楽しいを創る）
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ITの総合コンサルティング

事業概要

単に製品やサービスを提供するだけの会社ではありません。

製品やサービスを媒体にし、IT技術を用いて、お客様のビジネスの成功を応援するのが、私達のミッションです。

これからもお客様のビジョンを可能な限りお聞きし、「お客様が何を目指し」「どのような方向へ進もうとしているのか」

を理解して、成功へ向けたお手伝いのできる最良のパートナーをめざします。

IT業界に特化したプロフェッショナルサービス企業を目指し

トータルコンサルティングにより当社独自の最適なサービスを

ご提案いたします。

CADソリューション+カスタマイズ 

システムソリューション+カスタマイズ 

スマートフォンアプリ+タブレットアプリ開発

WEBシステム開発+基幹業務開発

レンタル会議室+IT教育事業

Business Outline 事業概要
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CAD開発3 0年の品質と操作性

コンサルティング、提案、開発、構築、運用までワンストップソリューションとして

お客様に付加価値の高いサービスを提供します。

AutoCAD/ Inventorソリューション
AutoCADやInventorをカスタマイズしてオーダメイドのソリューションを手にしてみませんか。このソリューションは劇的な設計業務の効率化や品質
向上をもたします。また、他システムとの連携で、設計業務だけでなく全社的な効率化や品質向上を実現する事も可能です。

自動設計ソリューション
多品種少量生産に対応するためには、設計の効率化と共に、使用不可の部品を選択した等のミスによる遅延を防ぐ等、設計のリードタイムが重要です。
ベテランエンジニアのノウハウを組み込んだ自動設計ソリューションの導入で、効率化と高品質を同時に達成可能です。

PDM・図面管理ソリューション
製造プロセスの最適化の為には、企画、営業、設計、製造、調達などの複数の部門で作成される膨大な資料や図面を効率よく共有する事が不可欠です。
営業のプレゼンツールやWEBパーツカタログ等に発展可能なソリューションを低コストで導入可能。

施設管理ソリューション
iPadやAndroid等のタブレットで図面や技術資料の確認、チェックリストに従った点検、GPSと写真で点検内容を記録できます。タブレット対応の施
設管理ソリューションで、施設管理業務をスマートにそしてクールに、効率アップ・品質アップが可能。

エンジニアリングソリューション
市販製品では対応できない業務を支援するシステムをスクラッチで開発します。電子部品設計支援や自動組版など多くの実績があります。メンターグラ
フィックス社製のDxDesigner、Expedit ion PCBのカスタマイズやラティステクノロジー社のXVLソリューションも対応可能です。
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高度なビジュアライゼーションを実 現する
ソリューションを開 発します

「HTML5 + D3 .js」を駆使して、モダンブラウザの機能をフル活

用した高度なWebビジュアライゼーション開発を行います。

ブラウザのみを利用して、Webページ上にグラフ表現でのデータ

の可視化や高度な図形表現を行うことができます。
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WEB CAD
・クライアントへの一切のコンポーネントインストールを必要とせず、

OSに付属するWebブラウザのみで動作します。
PCでもタブレットでも動作するデバイスを選びません。

・モダンブラウザの機能をフル活用して、ブラウザ上でベクター表現による
独自の図面作成機能が実現できます。

・完全クラウド型なので、不特定多数のユーザーへ展開する事も容易に行えます。
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AutoCADを使った業務効率化、課題解決を承ります。25年の設計部門とのお付き合いから、設計者や設計管理者の求めている機能を的確に把握して形にする
事ができます。自動設計等の作図機能を始め、PDMなどシステムとの連携等、AutoCAD本体および周辺アプリケーション等の受託開発を承ります。弊社は、オー
トデスク デベロッパーネットワークのメンバーです。

特殊な作図をオリジナルの専用CADで効率アップできます。特殊な作図を汎用CADで行うと非効率になりがちです。図面の特性に合わせて、専用の機能や自動
作図機能をアドオンする事で、劇的に改善する事が出来る場合が多くあります。ただし、高価なCADシステムがベースに必要になるケースが多く、高コストとなっ
てしまいます。弊社の自社CADのnascaRookieのエンジン部分を利用する事で、生産性の高い専用CADをリーズナブルに提供する事が可能です。nascaRookie
のエンジン部分のライセンス料は￥20,000（*1）から提供可能です。尚、プログラムコードは100%自己所有の為、技術的に可能な事であれば、どんな事でも対応で
きます。

AutoCADを使った業務効率化、課題解決を承ります。X Window・OSF/MotifからリッチクライアントまでGUIアプリケーションの開発はお任せください
長年のCAD開発の経験から、GUI（グラフィカル・ユーザ・インターフェース）を用いたアプリケーション開発を得意としています。専用CADシステムをスクラッチ
で受託開発した実績やオープンソースを利用した特殊作図アプリケーションを構築した実績があります。
X Window・OSF/Motifを用いたGUIアプリケーション開発は1000人月を軽く超える実績があります。実績、実力ともに国内ソフトハウスではトップ10に入ると自
負しています。
＜GUIツール＞
 ・ X Window
 ・ OSF/Motif
 ・ Windows MFC
 ・ Curl（Curl認定パートナー）
 ・ プラント管理システム
 ・ 各種シミュレーションシステムのフロントエンド

GISアプリケーションを、自由に！柔軟に！
自社CADにGISを融合する事で、地図上に自由に作図をする事ができるアプリケーションを低コストで提供する事が可能です。Google MAPや他社GISシステム
の受託開発も承ります。
＜実績＞
 ・ 大手ガス会社様向け埋設管管理アプリケーション
 ・ 汎用埋設管管理アプリケーション
 ・ 道路補修管理アプリケーション
 ・ プラント管理システム
 ・ 各種シミュレーションシステムのフロントエンド

AutoCADのカスタマイズ 専用CADをリーズナブルに

GUIツールを使った業務アプリケーション開発

GISアプリケーション

設計部門アプリケーション受託開発System Solution CADアプリケーション
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■特長 使い易さを徹底的に追求した軽快操作の汎用CADです。はじめての方でも直感的な操作を行うだけ。あとはRookieが最適な作図方法へと導いてくれます。
他アプリケーションとの協調性も抜群です。当社のロングセラー製品として、今でもたくさんのユーザ様にご指名をいただき、変わらずご愛顧頂いております。

■主な機能 Windows印刷用ドライバ出力／ HPGL出力／指定図面の連続印刷／ DXF変換機能／ SXF変換機能／リカバー機能／フローティング・ライセンス機能／
Windows7対応（Version3.6より）

■特長 SolidWorksは、3次元CAD、設計検証、製品データ管理ソフトウェアに加えて、製品ドキュメント作成ソフトウェアも提供しています。会社の事
業規模にかかわらず、より優れた製品を設計するために最適なツールをご利用になれます。

SolidWorksが選ばれる理由
■3次元CADソフトウェア SolidWorks Premiumは、広範なメカニカルCAD、設計検証、製品データ管理、設計コミュニケーション、CAD生産性向上ツールを1つのパッ

ケージにまとめた、手頃な価格の使いやすいソフトウェアです。

■設計検証 SolidWorks Simulationを使用すると、容易に実際の使用環境と同じ条件下で設計できます。これによって製品の品質を向上すると同時に、
実際のプロトタイプ作成やテストを行うコストを削減できます。

ナスカルーキー図面作成における、あらゆるニーズに応える汎用CAD Solid Works

System Solution CAD PRODUCTS製品
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スマートフォンタブレットに
強い企業10 0に選ばれました。
スマートフォン・タブレットにいち早く着手し、様々な業種業態のお客様にサービスを提供

してきた実績が評価されました。
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スマートフォンアプリケーション開発業務を一括で請け負います。企画、コンサルティングの段階から参画させて頂き、開発、マーケットへの申請。そして運用保守まで安心
してお任せ下さい。

iOS/Androidアプリ開発サポートサービス
設計フェーズで作成した[要件定義書/設計書]を基にプログラマーと呼ばれるiPhone・iPadアプリ開発のプロが、アプリ開発・実装を行います｡ 開発状況は開発フェーズご
とに、随時お客様に状況をご確認いただき、設計書とのずれが生じないよう、細心の注意を払い開発を進めます。開発/実装完了後にアプリに不具合がないことを確認す
るため、動作確認を行います。

スマートフォンアプリケーションの開発

スマートフォン、スマートデバイスを利用した、業務をより便利にする為のアプリケーションのコンサルテーションを致します。
お客様の業務にマッチし、効率の良いシステムの完成に向けたお手伝いをさせて頂きます。
さらに、スマートフォン、スマートデバイスを利用した、企業のアピールについてコンサルテーションを致します。
アプリケーションを用いた集客や引き合いまでの導線等、様々なアイデアと弊社の経験でお客様に貢献させて頂きます。

スマートフォンを利用したアプリケーションのコンサルティング

開発したスマートフォン用のアプリケーションを、GooglePlayストアやAppStoreへ登録に向けたコンサルテーションを致しております。
アプリのWebランディングページって作成サービスも行っております。Webランディングページを作ることで、動画や写真を使ってアプリを（Storeよりも）効果的に紹介でき、
さらにWebページ上でソーシャルPRもできます。使い方次第では効果的なプロモーションになり得ます。

アプリ申請、アプリ配布

System Solution スマートフォンアプリ開発 スマートフォンタブレットに強い企業100に選ばれました。
スマートフォン・タブレットにいち早く着手し、様々な業種業態のお客様にサービスを提供してきた実績が評価されました。
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銀行向けシステム、インターネッ

トバンキング、保険・証券業界向

けのトータルソリューションなど、

全ての金融業界のお客様に対応

することが可能です。

金融

製造から配送・保管・販売まで

のサプライチェーン全般に渡るシ

ステムや、店舗・EC・コールセン

ターなど多様な販売チャンネル

に対応いたします。

製造・流通

基幹業務である顧客・契約・物

件の管理システムのほか、見積も

り・契約・検収・自己査定など

諸業務の管理システム・情報系

システムに対応いたします。

基幹系

Webアプリケーション開発にお

ける豊富な経験、ECサイトや各種

会員サイト、大規模・高負荷に対

応したシステム構築など、お客様

のニーズに合ったWebシステムを

ご提案いたします。

サービス

お客様のシステムの全体または一部の開発をお請けいたします。
①RFP作成
②要件定義
③開発プロセス・規約作成
④プロジェクト管理

要求定義・システム開発コンサルティング

要求定義・システム開発にかかる業務は非常に広いものですが、弊社ではプロジェクトの成功に特に影響の大きな以下の分野について注力しております。要求定義・シス
テム開発にかかる業務は非常に広いものですが、弊社ではプロジェクトの成功に特に影響の大きな以下の分野について注力しております。
開発ターゲット　PC、Linux、UNIX、Android、ios、組込み機器
開発言語　Java、PHP、Ruby、.net、C#、C/C++、Python

ソフトウェア受託開発

システム開発に関する技術調査般を承ります。また研究用ソフトウェアの開発もお受けいたします。研究用ソフトウェアは多くのケースで要件が定まらず、また短期開発が
求められるという反面、見た目などへの配慮が低くなる、求められる品質レベルが異なるなど一般のソフトウェア開発と異なる性質を持つことが多々あります。その為、一般
の開発会社ではなかなか研究者様の思うように動けない場合が見られます。当社ではメーカー系研究所での支援の実績からこれらのバランスを取りつつお客様に満足頂
けるようご支援いたします。

技術調査・研究開発支援

System Solution WEBサイト制作 基幹業務システム開発 開発実績30年歴史を持つ当社がご提案致します。
ノウハウをもとに必要な調査や要件の明確化、開発、開発後の運用・保守までお客様のご要望に併せて提供しています。

受託開発サービス 私たちのご提供するサービスで、お客様の生活を「便利」に「快適」に「豊か」に。
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各企業が無料でPRできるウェディング情報に特化したウェブサービスです。
結婚式場からドレス・指輪・ブーケ・メイク・エステなど、
結婚に関する情報なら何でも掲載いただけるサイトです。
結婚準備をしている花嫁・花婿に有用な情報をすばやく伝えることができます。
誰もが完璧を目指したい結婚準備に"生"の情報を届けることができます。

ITがもたらす変化を敏感に感じ取り、
仕事や生活に生かしていこうという企業内個人やネットサービス開発者、
ベンチャー経営者をコアターゲットに、IT業界動向やネットサービストレンド、
ネット上の話題までカバーするニュースを配信します。

C A PA  W E D D I N G C A PA

無料PRサイト キュレーションサイト
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GeneXusは、業務仕様を入力すると、実行可能なアプリケーションを自動生成するツールです。
アプリケーションには実行モジュールと正規化されたデータベースが含まれ、システムテスト後に運用を開始できます。

GeneXusは開発コストと保守コストを1／2に削減できる
アプリケーション自動生成ツールです。

メリット
GeneXusで作成したアプリケーションを導入するメリット

GeneXusの導入 方法
GeneXusを用いたシステムの導入方法は大きく3つあります。

GeneXusの特徴

System Solution 高速開発ツール GeneXus SOLUTION GeneXusに関するあらゆる専門知識や経験を持ち合わせた、
私たちCAPAが親切丁寧にお答えしますので、どうぞご気軽にご相談ください。

GeneXusは、データベース
（構造および内容）の設計、作成、維持、

プログラムの生成、
維持を自動的に行います。

Clickで簡単にアプリケーションを
クラウドに公開できます。

スピーディー＆高い生産性

新しいIT環境への対応は
開発コストの20％程で可能です。
テストを除けば、新しいIT環境を

移行のためにすることは、
言語やDBの設定を切り替え、

ボタンをクリックするだけです。

低コストで永続性を手に入れる

アプリケーションの実行環境に
GeneXusは必要ありません。

開発者数のライセンスを購入すれば、
いくつアプリを作っても、
アプリを何人で使っても

追加の費用は発生しません。

ロイヤリティ・フリー

LINUX、UNIX、Windows Server、
Windows、Android、iOS等、

様々な環境で動作するアプリケーションを
自動生成します。

対応プログラム言語は
JAVA、C#、Rubyです。

マルチプラットフォーム

GeneXusは、GeneXusで開発したシステムをボタン一つで最新環境のアプリケーション
に自動で再作成します。20年以上も最新環境に対応してきた実績のある自動生成ツー
ルはGeneXusだけです。

レガシー化しないアプリケーション

GeneXusライセンスを購入して、自社の情報システム部門等で、初期開発から運用保守
まで行う方法です。弊社のGeneXus開発支援サービスを用いることで短期に技術習得
および開発が可能です。
自社で本格的なシステム開発を行った事のある企業様に適しています。

完全内製化

初期開発や大きな改修は弊社で実施し、実行モジュールとGeneXusの開発環境を導入
します。運用開始後の簡単な機能追加や情報の追加などの保守を自社で行う方法です。
GeneXusライセンスが必要です。
初期開発のリソースが不足している企業様やMicrosoft AccessやFileMakerでシステムの
構築経験のある企業様に適しています。

保守運用の内製化

弊社で開発、保守運用を一貫して実施いたします。通常のシステム開発よりも低コスト・
短納期で、パッケージソフトよりも業務にフィットしたシステムを導入できます。
パッケージソフトやExcelを用いていた企業様に最適です。

アウトソース

GeneXusで作成するアプリケーションは自由に業務にフィットできます。また、アプリ
ケーションにロイヤリティも発生しないため、利用者数が増えてもライセンス料等のコス
ト増は発生しません。

パッケージよりも柔軟なシステム

業務変化に直ぐに対応可能なシステム

オフショア開発で、初期開発コストは削減できますが、GeneXusは初期開発、保守や新
しい環境への対応等、アプリケーションのライフサイクル全体でコストダウン可能です。

開発、保守コストを大幅に削減できるシステム

Android、iOS（iPhone、iPad、iPod）の
ネイティブ・モバイル・アプリを
簡単に生成することができます。

カメラやGPS等のデバイスの機能を
フル活用できます。

スマートデバイス対応

ITの硬直性は変化への対応を鈍らせ
経営の足を引っ張りかねません。

GeneXusで作成したアプリケーションでは
そんな心配は無用です。

単純な仕様変更は
翌日に対応する事も可能です。

ビジネスと共に成長
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用意するのは電池不要の専用スタンプOcelly®（オセリー）だけです。高価な専用端末はもちろん不要、QRコードの読み込みや認証コードの入力などの手
間もかかりません。

TAPSTAMPの特徴 専用スタンプ

スタンプカード（ポイントカード）
お店独自のスタンプカード（ポイントカード）をスマホに入れて持ち歩けます。来店や購入の度にスタンプを
押印し、スタンプが貯まると特典をプレゼントする事が出来ます。

クーポンの使用済み印
スタンプカードで得た特典やクーポン券に「済」スタンプを押す機能です。視覚的に使用済にできるだけで
なく、クーポン利用状況の把握も可能になります。

スタンプラリー
鉄道駅、道の駅、市内や観光地など、異なるIDのスタンプを配置する事で、スマホを用いたスタンプラ
リーを企画する事が出来ます。

スタンプのデザイン
スタンプのデザインは自由にできます。アイコンやロゴなど、お店のイメージに合わせたスタンプカードを利
用できます。スタンプカードもテンプレートに合わせれば自由にデザインできます。

どこでも押せる
インターネットさえつながっていれば、どこでもスタンプを押すことができます。機内モードにする飛
行機に乗っているとき以外は、ほとんど大丈夫です。

TAPSTAMPの出来る事

Service Provide プロダクト スマホが本当のスタンプカードに変わる

ヒアリング

お見積り

ご契約

打ち合わせ

サイト作成

Ocelly筺体送付

サービス開始

打ち合わせ

サイト作成

WebView実装※2

アプリマーケット審査※3

Ocelly筺体送付

サービス開始

ブラウザアクセス版 スマートフォンアプリアクセス版

提供種別により、ご契約からサービス開始までのリードタイムは異なりますが、おおよ
そ10営業日～3週間程度が目安となります。

※1 オプションサービスをご利用いただかない場合
の最短日数です。

※2 スマートフォンアプリ制作オプションを利用せず
に、お客様のほうで独自にアプリを制作する場
合、リードタイムはその制作期間に依存します。

※3 弊社でリードタイムの保証ができない項目です。

10営業日～※1

3週間程度～

電源いらずの静電マルチタッチオブジェクト
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I-FACEアダプタを経由して接続するため、受付システム用に環境をリプレイスする必要がありません。

利用中のビジネスフォンやPBX（交換機）に接続可能

Service Provide プロダクト エントランスをよりスタイリッシュな空間に

iPad特有のスマートな外観や操作画面だけではなく、盗難防止用のケースもデザイン性を重
視した商品をご用意しています。

●洗練されたデザイン性
日本電工株式会社様 岐阜車体工業株式会社様 プラス株式会社様

Results実績

System
システム構成

iPad特有のなめらかな操作性を活かし、お客様が操作をされる際も「わかりやすく、探しや
すく」を実現します。

●スピーディな操作性（応答性が高く、ストレス軽減）

所属、担当者、内線番号変更や待ち受け画面、メッセージの変更が容易にできます。導入元
に変更依頼をする必要はありません。

●管理画面をアプリに内蔵、自由な変更を可能に

受付システム設置に必要な機器を1営業日でご用意。電話交換機の機種や設定の確認は必
要ですが、翌日に設置することも可能です。

●最先端の受付システムを短時間で導入

Feature製品の特徴

Connect PBX接続確認済一覧
NTT aBX-AME-<1>
 aGX（type-Lを除く）
 aNXS-ME
 aBXⅡ-ME

saxa UT700Std
 HM700StdⅡ-ME

メーカー 製品名（モデル）メーカー 製品名（モデル） メーカー 製品名（モデル）

HITACHI ET-iE/S-ME

IWATSU プレコット（NR-S）
 レバンシオ（IX-CME-N）

NAKAYO NYC-iE/S-ME-SP

NEC AspireX（v7）

Panasonic VB-F050 ラ・ルリエ

OKI IPstage SX

Plan 料金プラン
アダプタ＋アプリ売り切りプラン アダプタ 175,000円 アプリケーション 175,000円＋

Option オプション
iPad用受話器  10,000円 iPad受付用ケース  15,000円

※iPad本体、無線LAN親機、機器設置費、PBX工事費（PBX業者確認 ）等の代金は含まれません。必要な際はご相談ください。※iOS 
Developer Program（2014年5月現在Apple社の定めるiOS Developer Program費用に準ずる）の取得が必要です。アプリケーションライセ
ンス有効期間は導入時から1年間（最低利用期間）となります。次年度以降ご利用の場合はライセンス更新料と更新代行料10,000円が発生し
ます。※I-FACEアダプタはお客様ご利用PBXの環境によって、別途工事費が必要となるケースがございます。※ソフトウェアライセンス納品後
の保守費用は含まれておりませんので、お客様側でのiOSのバージョンアップはご遠慮願います。※基本サポート費用は導入時から1年間と
なります。※IP-PBXに接続する場合、PBXのメーカーによっては接続できない場合もあるため現地調査が必要なケースがございます（別途費
用）。無線LANアクセスポイントをお客様にてご用意させる場合は、接続可能な機種であるか念のためご確認ください。※サポート、運用保
守費として、月額3,000円が別途発生致します。※その他不足な点に関しましては別途協議とさせて頂きます。
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○セミナールーム（54名）：¥7,000/h
○PCセミナールーム（15名）：¥3,700/h
○年末年始を除き無休
○営業時間は9：00～22：00
○利用時間は平日は3h～、土日祝日は5h～
○プロジェクター、マイク等の基本設備は無料

サービス

空き状況を確認します。

1. 弊社WEBサイトにアクセスして頂き、お申込フォームに必要事項を記入し、
「送信」ボタンをクリックします。またはお電話ください。

2. 翌々営業日までに、Eメールまたは電話にて、ご予約確認のご連絡させて頂き
ます。

3. Eメールにて、請求書をお送りしますので、メール到着から5営業日以内に、代
金をお振り込みください。

4. ご入金確認後、EメールまたはFAXにて、ご利用案内をお送りさせて頂きます。

5. ご利用日当日、予約者であることが確認できる名刺とご利用案内書類をご持
参のうえ、会場にお越しください。

※ご入金確認をもって、予約確定となります。5営業日以内にご入金の確認ができない場合、キャンセルと
させて頂きます。
　予めご了承ください。

レンタル・セミナールーム レンタル会議室 岩本町直結、秋葉原から徒歩5分の好アクセス

セミナールーム

収容人数 54

面積 68㎡

価格（6h未満） ￥7,000（税抜）

価格（6h以上） ￥6,500（税抜）

貸出時間 9：00〜22：00

プロジェクター EB-1945W

PC セミナールーム

収容人数 15

面積 33.2㎡

価格（6h未満） ￥3,700（税抜）

価格（6h以上） ￥3,300（税抜）

貸出時間 9：00〜22：00

プロジェクター EB-595WT
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会社名

所在地

TEL

URL

設立

資本金

代表取締役会長

取締役社長

従業員数

提携先会社

株式会社キャパ CAPA.Inc
製品やサービスを媒体にし、IT技術を用いて、お客様のビジネスの成功を応援することが、私達のミッションです。

〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町1-14 KDX秋葉原ビル 2F/7F/8F

03-5297-2871

http://www.capa.co.jp/

1982年10月

100,000,000円

吉良  平四郎

小甲  健

83名

ジー・ブーン株式会社　ラティス・テクノロジー株式会社　Autodesk　SCSK　Amazon　
アッシュウェイブ株式会社　ソリッドワークス・ジャパン株式会社

アイ・エンター㈱
㈱アイエスエイプラン
㈱アウトソーシングシステムコンサルティング
アズビル㈱
アッシュウェイブ㈱
アップフロンティア㈱
アドソル日進㈱
上田日本無線㈱
㈱NTTデータ
㈱NTTドコモ
SCSK㈱
㈱エヌエフ回路設計ブロック
㈱大塚商会
オムロン㈱
オートデスク㈱
㈱ガウス
鹿島建設㈱
兼松エレクトロニクス㈱
キヤノンITソリューションズ㈱
京セラオプテック㈱
京装コンピュータ㈱
㈱ぐるなび
澤藤電機㈱

ジー・ブーン㈱
シャープ㈱
シャープシステムプロダクト㈱
新貝工業㈱
㈱栗本鐵工所
㈱セールスフォースドットコム
㈱セイコーアイ・インフォテック
セイコーエプソン㈱
セントラル硝子㈱
ソニー㈱
大日本印刷㈱
ダイワボウ情報システム㈱
㈱ティージー情報ネットワーク
㈱DNP情報システム
東京ガス㈱
東京ガス・エンジニアリング㈱
東京コンピュータシステム㈱
東光電気㈱
㈱東芝
東芝システムテクノロジー㈱
東京計器㈱
東京計器パワーシステム㈱
ニューソン㈱

㈱日水コン
日本オセ㈱
日本工業大学
日本デェイブレイク㈱
日本電業工作㈱
日本電産コパル㈱
日本ヒューレット・パッカード㈱
日本無線㈱
日本ランコ㈱
㈱ネットワールド
㈱バックヤードビルダー
浜松ホトニクス㈱
㈱日立国際電気
富士ゼロックス㈱
富士ゼロックスサービスクリエイティブ㈱
扶桑金属工業㈱
本田技研工業㈱
㈱前川製作所
武蔵野電機㈱
メンターグラフィックスジャパン㈱
㈱やまびこ
ラティス・テクノロジー㈱
レッドフォックス㈱	 （50音順・敬称略）

Corporate Profile 会社概要 Main Customer 主要取引先
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