TPiCS登録システムインテグレータ様のご紹介
TPiCS認 定 指 導 員

所在地

ＴＰ-ＪＩＴ（ティーピージット）研究所

神奈川県厚木市

部署名

株式会社日立ソリューションズ

名古屋市西区

中部産業本部
第１システム部

日立金属株式会社

茨城県日立市

電線材料カンパニー

株式会社マテハンソフト

栃木県宇都宮市

トーテックアメニティ株式会社

名古屋市西区

トーテックアメニティ株式会社

名古屋市西区

株式会社アスコ

大阪市中央区

産業システム事業部
第1システム部
産業システム事業部
第1システム部
システムグループ
業務システムチーム

2018/12/14

担当者

TEL

メール

小松さん

0462(21)1241

komatsu8@aqua.ocn.ne.jp

土屋さん

052(569)2531

tomoyuki.tsuchiya.cw@hitachi-solutions.com

大川さん
平石さん

（ユーザーの為、番号秘匿）
028(656)8111

hiraishi@matehan.co.jp

市山さん

052(533)6906

Kadoma_Ichiyama@totec.co.jp

青木さん

052(533)6906

Katsuyoshi_Aoki@totec.co.jp

梅本さん

06(6210)5435

umemoto.masayuki@usco.jp

しゅう

（ユーザーの為、番号秘匿）

指 導 員(補)
合資会社フジタマネジメントシステム

神奈川県
ＩＳセンター
横須賀市
大阪市阿倍野区

藤田さん

06(6626)1102

kafu@fmas.jp

株式会社アスコ

大阪市中央区

和田さん

06(6210)5435

wada.mamoru@usco.jp

株式会社サンライズテクノロジー２１

大阪市中央区

taka@st-21.net

１級 東芝ライテック株式会社

システムグループ

寿宇さん

高間さん

06(4790)5810

２級 東芝ＩＴコントロールシステム株式会社 東京都府中市

社会システム事業部

大前さん

（ユーザーの為、番号秘匿）

３級 東芝ソリューション販売式会社

埼玉県熊谷市

営業部

関根さん

048(599)3001

埼玉県比企郡

製造部・生産管理課

碓井さん

（ユーザーの為、番号秘匿）

京セラ株式会社

sekine.michihiro@toshiba-tsos.co.jp

●・・ユーザ事例掲載

エグゼクティブＳ Ｉ 様
株式会社日立ソリューションズ

東京都港区

株式会社日立ソリューションズ

名古屋市西区

株式会社日立ソリューションズ

大阪市北区

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

大阪市北区

戦略営業部
中部産業本部
第1システム部
関西営業本部
産業ｼｽﾃﾑ営業部2ｸﾞﾙｰﾌﾟ
関西ｿﾘｭｰｼｮﾝ本部
第3部第2ｸﾞﾙｰﾌﾟ

TPiCS担当 03(6718)5801

－

古田さん

toshihiro.furuta.ue@hitachi-solutions.com

052(569)2531

TPiCS担当 06(6147)5059

－

松谷さん

050(3181)6485

hsc-tpics-helpdesk@mlc.hitachi-solutions.com

小谷さん

86(21)6249-1410 support@next-g-china.com

アドバンスドＳ Ｉ 様
上海恩覬系信息科技有限公司
（NEXT-GC）
株式会社アート･システム

宮城県仙台市

ＳＩビジネス推進グループ 阿部さん

022(225)3564

norimitsu@art-sys.co.jp

株式会社アート･システム

東京都台東区

ソリューション事業部

沢口さん

03(5826)8061

takuya.sawaguchi@art-sys.co.jp

●'18

大阪市中央区

システム営業部

久岡さん

06(6946)7001

hisaoka@systemuni.com

株式会社システムユニ
深セン網藍通用科技有限公司 ●'18
（ﾌﾞﾙｰﾈｯﾄ）

愛媛県松山市
中国広東省
深セン

システム営業部

岡田さん

089(922)6233

okada@systemuni.com

深セン事業所

李永軍さん 86(755)2698-3856 liyongjun@east-net.cn

中国上海市

上海事務所

李永軍さん 86(755)2698-3856 liyongjun@east-net.cn

株式会社システムユニ

中国上海市

海外ＳＩ様
深セン網藍通用科技有限公司
（ﾌﾞﾙｰﾈｯﾄ）
上海恩覬系信息科技有限公司
（NEXT-GC）
PT.BERLIAN SISTEM INFORMASI

上海科富信息技術有限公司（ｹｰｴﾌ）

中国浙江省
杭州市
インドネシア
タイ
バンコク
アメリカ
ロサンゼルス
ベトナム
ハノイ
タイ
バンコク
フィリピン
マニラ
中国上海市

上海拓昌信息技術有限公司

中国上海市

江蘇新思通信息技術有限公司

中国無錫市
インド
ハイデラバード
中国広東省
深セン
中国遼寧省
大連市
中国浙江省
杭州市

M.Soft(thailand)Co.,Ltd.
Calsoft Systems
SOLPAC Vietnam Co.,Ltd
SOLPAC(Thailand) Co., Ltd.
SEIKO IT Solution Philippines Inc.

INOOGA BUSINESS CONSULTING PVT. LTD.

深圳市泽运霖科技有限公司
北京凱迪迪愛通信技術有限公司
大連分公司
杭州万盤尖信息科技有限公司

鮑 柯杰さん 86(158)5826-5497 bkj@next-g-china.com
Nanangさん 62(21)4786-7575 nanang.krisdianto@bsi.co.id
岡さん

営業統括部
東京連絡事務所

662(673)9980

oka@msoft.co.th

阿佐美さん 1(310)532-5000

yoshia@calsoft.com

三吉さん

84(43)557-8527

m_miyoshi@solpac.co.jp

坂本さん

66(2663)6400

asakamoto@solpac.co.jp

山口さん

632(687)2669

m-yamagu@seiko-denki.co.jp

楊 軍さん

86(21)5027-1202 jyang@kefuit.com

葛明星さん 86(21)6155-5592 starge@takusho.com.cn
劉さん

86(510)8519-1528 ylong@newsicom.com

高鍋さん

03(5649)0105

楊 祥さん

86(755)2101-8732 yangxiang@zeyunlin.com

takanabe@lotusbc.co.jp

王曉磊さん 86(411)8368-1240 dl-sales@kddi.com.cn
黄作育さん 86(159)2186-2050 hzy@w-pg.cn

表 紙 に 続 く
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一 般 Ｓ Ｉ 様

(販売順)

株式会社コサウェル

所在地

部署名

担当者

静岡県沼津市

本社

TEL

株式会社コサウェル

大阪府大阪市

大阪支店

小林さん 055(923)8431
古木さん
梶田さん 052(253)7791
本間さん
高垣さん 06(6809)4070

株式会社電算

長野県長野市

ビジネス営業部

市川さん 026(224)6666

富士ゼロックス愛知株式会社

名古屋市中区

ソリューション営業部

株式会社ケイズ

鳥取県米子市

製造営業部

岡山県岡山市

製造営業部

本多さん
田中さん
寺本さん
川下さん
井上さん
梶川さん
武田さん

株式会社コサウェル

●'17

株式会社ケイズ

●'18

株式会社ケイズ
トーテックアメニティ株式会社

●'18
●'17

愛知県名古屋市 名古屋支店

広島県広島市

製造営業部

名古屋市西区

産業システム事業部
ソリューション営業部
産業システム事業部
ソリューション営業部
ソリューション事業部

こうけつ

纐纈さん

メール

kkobayashi@cosawell.co.jp
tpics@cosawell.co.jp

052(229)0513

tpics-west@cosawell.co.jp
sales@business.ndensan.co.jp
masaaki.honda@acx.fujixerox.co.jp

0859(34)8903

kawashimo@kscom.co.jp

086(259)0921

inoue@kscom.co.jp

082(262)2300

taketa@kscom.co.jp
sangyo-sg@totec.co.jp

052(533)6905

03(5436)6155
神谷さん
及川さん 03(6715)9008

sangyo-tk@totec.co.jp

トーテックアメニティ株式会社

東京都品川区

ニシコム株式会社

東京都大田区

富士ゼロックス株式会社

東京都港区

株式会社ジェー・シー・エスコンピュータ・サービス

新潟県上越市

アリエスパートナー株式会社

兵庫県川西市

新城さん 050(5891)7589

ミルキーウェイシステムズ株式会社

愛知県一宮市

Hasegawa.Jiro@milkyway-systems.com

富士ゼロックス神奈川株式会社
株式会社ＭＥＳ

神奈川県横浜市 公共営業部
戦略ソリューション営業課
群馬県富岡市

長谷川
0586(58)9722
さん
臼井さん 045(681)1088
村上さん 0274(67)5406

北陸コンピュータサービス株式会社

富山県富山市

製造ソリューション推進室

林さん

北陸コンピュータサービス株式会社

石川県金沢市

ソリューション営業部

墨屋さん 0762(33)8181

北陸コンピュータサービス株式会社

福井県福井市

ソリューション営業部

清水さん 0776(27)3025

北陸コンピュータサービス株式会社

富山県高岡市

ソリューション営業部

ロータスビジネスコンサルティング株式会社

東京都文京区

株式会社ＯＡ推進センター

長野県松本市

ネクストジェネレーション株式会社
株式会社ソフィックス

大阪市東淀川区 システムソリューション
グループ
静岡県浜松市
営業部

murakami@mespro.co.jp
hhayashi@hcs.co.jp
ksumiya@hcs.co.jp
ysimizu@hcs.co.jp
ttamura@hcs.co.jp
nakagomi@lotusbc.co.jp
t-support@oa-center.co.jp
tpics@next-ge.co.jp

株式会社マテハンソフト

栃木県宇都宮市 ＳＩ営業課

清水さん 028(656)8111

shimizu@matehan.co.jp

株式会社日立ソリューションズ西日本

広島県広島市

林さん

kenji.hayashi.zy@hitachi-solutions.com

有限会社アイティーコーポレーション

●'18

かみや

ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽﾃﾞｨｰﾙ推進部 小関さん 03(6271)5201
ISS営業所
営業部
廣瀬さん 025(525)1095

0764(95)9824

田村さん 0766(22)8430
中込さん 03(5805)1140

ＳＤ部

産業第１ソリューション部

岡山県倉敷市

野仲さん 0263(40)7311
坂根さん 06(6195)7622
田地川さん 053(433)6663
鈴木さん

082(511)8011

石井さん 086(430)2626

株式会社コム・エンジニアリング

静岡県浜松市

システム部システム課

村松さん 053(465)0202

東芝ソリューション販売株式会社

埼玉県熊谷市

北関東本部営業第３担当

日本ＮＣＲﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社

東京都品川区

インダストリー
ソリューション統轄部

関根さん 048(599)3001
森田さん
奥山さん 03(5719)8800

oikawa.k@nisicom.co.jp
masazumi.kozeki@fujixerox.co.jp
khirose@jcscs.co.jp
shinjyo21@ariespartner.co.jp
UsuiOs@knx.fujixerox.co.jp

tajikawa@mysofix.co.jp

ishii@shirakabe.co.jp
muramatsu@mail.com-e.co.jp
sekine.michihiro@toshiba-tsos.co.jp
okuyama.tetsu@m.ncr-bs.com

こいと

オリオンシステム株式会社

長野県須坂市

事業統括部

鯉登さん
古平さん 026(246)2998

license@orionsystem.co.jp

北国インテックサービス株式会社

石川県金沢市

営業部

内澤さん 076(266)3046

uchizawa_seisuke@hokkoku-intec.co.jp

戸部エージェンシー

東京都荒川区

戸部さん 03(5901)5231

情報システム株式会社

群馬県高崎市

榊原さん 027(350)1277

makoto@tobe-ag.com
sakaki@iscnet.co.jp
tnomura@j-techno.biz
hideaki-taira@ncs-ngt.co.jp
ths_support_tpics@ths.co.jp

有限会社Jテクノ

大阪府堺市

株式会社エヌ・シー・エス

新潟県新潟市

野村さん 072(256)4183

豊田ハイシステム株式会社
株式会社ハブ

名古屋市中村区 ソリューション開発部
システム２課
静岡県浜松市
ITソリューション事業部

日鋼情報システム株式会社

東京都府中市

産業システム部

平さん

025（244）2104

伊奈さん 052(588)7874
高橋さん 053(459)3400

システム開発部

長谷川
042(330)7505
さん
矢田さん 03(5344)9718

システムグループ
業務システムチーム

梅本さん 06(6210)5435

itsol@habu-jp.com
kazuyaH@jsw-nis.co.jp
spdx6m99@hop.ocn.ne.jp
umemoto.masayuki@usco.jp

和賞株式会社

東京都杉並区

株式会社アスコ

大阪市中央区

株式会社マイクロリンク

名古屋市西区

株式会社ソフィア

静岡県浜松市

株式会社ＭＥマネジメントサービス

東京都大田区

株式会社サンライズテクノロジー２１

大阪市中央区

株式会社那覇データ･センター

沖縄県那覇市

情報システム部

大城さん 098(855)5951

株式会社ぬ利彦

東京都江東区

玉山さん 03(6659)7331

正興ITソリューション株式会社

福岡県福岡市

マーケティング
サービス事業部
ソリューションビジネス部

kuno@microlink.co.jp
t-kamo@spha.co.jp
hashimoto@mejapan.com
taka@st-21.net
t-ooshiro@naha-data.co.jp
kenichi_tamayama@nurihiko.co.jp

古賀さん 092(473)2282

y-koga@seiko-denki.co.jp

久野さん 052(688)0521
コンサルティング事業部

加茂さん 053(450)7811
橋本さん 03(3755)5437
高間さん 06(4790)5810

