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Windows エネルギー管理システムの主な納入先 ※ Windows® 及び SQL Server® は、米国マイクロソフト社の登録商標です

1998
.09 ソニーモバイルディスプレイ(株)

1999
.04 ソニーイーエムシーエス(株)幸田テック

.10 ソニーセミコンダクタ九州(株)
長崎テクノロジーセンターFab1

2000
.03 ソニー(株)仙台テクノロジーセンター

.11 ソニーセミコンダクタ九州(株)
長崎テクノロジーセンターFab2

2001
.06 ソニーセミコンダクタ九州(株)

熊本テクノロジーセンター
ソニーモバイルディスプレイ(株) リプレース

2003
.11 ソニーセミコンダクタ九州(株)

長崎テクノロジーセンターFab1リプレース
ソニーセミコンダクタ九州(株)
長崎テクノロジーセンターFab2 リプレース

2004
.04 ソニーセミコンダクタ九州(株)

長崎テクノロジーセンター

2006
.03 ソニーセミコンダクタ九州(株)

熊本テクノロジーセンター2号棟
.05 ソニーセミコンダクタ九州(株)

鹿児島テクノロジーセンター7号棟

2007
.03 ソニーモバイルディスプレイ(株) リプレース

2009
.05 イオン土浦ショッピングセンターBEMSシステム

.12 (株)関電工つくば技術研究所 EMSシステム(ECOAID)

2011
.03 ソニーセミコンダクタ九州(株)

熊本テクノロジーセンター1号棟リプレース
.04 イオンレイクタウンBEMSシステム

.05 イオンモール大和BEMSシステム

2012
.04 イオン船橋SC BEMSシステム

弊社は 1 9 8 7 年の設立当初より、ハードウェアを中心とした製品を主に豊通エンジニアリング様
より受注して参りました。その後マイコンハード、ソフトを手がけ、エンジンコントローラや各
種試験装置、計測装置を受注し、ハード、ソフトを全て社内で完結するという姿勢で業務を行っ
て参りました。
1 9 9 0 年株式会社ソニー様、東洋熱工業株式会社様よりソニー製ワークステーション NEW S を使
用した中央監視システム構築の打診（当時業界初）を受け、それをきっかけとして UN I X 、DO S 、
W i n d ow s の各プラットフォームで稼動するアプリケーションの作成業務へ大きくシフトし現在
に至っております。
その間スポーツ支援関連システム、WE B 関連業務等も開始し、1 9 9 8 年長野オリンピック支援を
きっかけに、業界の確固たる地位を確立するに至りました。
現在でもフィギュアスケートに関わるシステムの構築･配布は全国で当社だけ ( 世界で二社のみ )
が行なっております。

この納入実績では、代表的なご納入先をご案内しております。
当社では、基本的にW i n d ow s ® システムをプラットフォームとしたあらゆるアプリケーションの
受注を行っています。また大規模データベースである SQ L  S e r v e r ® との
コラボレーションシステムや Web アプリケーションの開発も積極的に展開しております。

Re s u l t se s u t s
納入実績

沿革概要



　　 Windows ファシリティー管理
システムの主な納入先 (ネットワーク使用）

　　　Windows ファシリティー管理
システムの主な納入先（スタンドアロン）

1996
.08 (株)B＆Cラボラトリーズ

1998
.02 ソニーグローバルソリューションズ(株)

.06 (株)ソニーミュージック
マニュファクチュアリング茨城工場

.09 ソニーモバイルディスプレイ(株)

.12 ソニーイーエムシーエス(株)幸田テック

1999
.09 ソニーケミカル(株) 根上事業所

2000
.08 ソニーイーエムシーエス(株) 浜松テック

.11 ソニーセミコンダクタ九州(株)
長崎テクノロジーセンターFab2 (電気専用)

2001
.04 ソニーイーエムシーエス(株)木更津テック

.06 ソニーモバイルディスプレイ(株) (電気専用)

.10 大洋薬品工業(株) 本棟リプレース

2002
.03 ソニーイーエムシーエス(株)長野テックリプレース

.08 (株)ソニーミュージック
マニュファクチュアリング茨城工場リプレース

2003
.01 ソニーイーエムシーエス(株)

木更津テック特高中央監視
.03 (株)ソニーミュージック

マニュファクチュアリング静岡工場リプレース
ソニー（株）湘南テクノロジーセンターWeb版

.05 ソニー（株）仙台テクノロジーセンターWeb版

.09 ソニーイーエムシーエス(株)
美濃加茂テックリプレース
国立療養所医王病院

.12 ソニーセミコンダクタ九州(株)
長崎テクノロジーセンター Fab2下層階電気

2004
.01 ソニーセミコンダクタ九州(株)

国分テクノロジーセンター
.02 松下電器産業(株) 半導体社魚津工場

ソニーファシリティマネジメント(株) 福岡第2ビル

1995
.12 三国競艇場

1997
.01 アイシン精機(株)

.04 ソニーイーエムシーエス(株)埼玉テック

.11 ソニーセミコンダクタ九州(株)
長崎テクノロジーセンター

1998
.09 ソニーセミコンダクタ九州(株)

大分テクノロジーセンター

1999
.01 (株)B＆Cラボラトリーズ

.10 サンエイ糖化(株)

.12 住友金属工業(株) 波崎研修センター

2000
.01 リンテック(株) 小松島工場

.04 リンテック(株) 龍野工場

2001
.03 ファイザー(株)

.08 住友金属工業(株) 尼崎センター

2007
.07 ファイザー(株) リプレース

.03 (株)ソニーミュージック
マニュファクチュアリング大井川工場
ディスクマスタリング棟リプレース

ソニーイーエムシーエス(株) 湖西テック

.05 大洋薬品工業(株) 新抗生剤棟

.06 ソニーケミカル(株) 根上事業所 リプレース

.12 大洋薬品工業(株) ユニット工場棟

2005
.01 ソニーファシリティマネジメント(株) 広島第2ビル

.02 松下電器産業(株) 半導体社魚津工場 E棟

.06 ソニーファシリティマネジメント（株）横浜ビル

2006
.05 ソニーセミコンダクタ九州(株)

鹿児島テクノロジーセンター7号棟

2007
.02 ソニーセミコンダクタ九州(株)

大分テクノロジーセンター2号棟
.03 ソニーモバイルディスプレイ(株)

(電気専用)リプレース
大洋薬品工業(株) 北工場棟

2008
.02 大洋薬品工業(株) 南工場棟

.05 大洋薬品工業(株) 本社ビル

.08 (株)ソニーミュージック
マニュファクチュアリング茨城工場リプレース

2009
.07 (株)ソニーDADCジャパン静岡工場リプレース

.08 大洋薬品工業(株) 高山工場本棟 リプレース

2010
.02 ソニーイーエムシーエス(株)木更津テックリプレース

2011
.06 ソニーイーエムシーエス(株)

東海テック幸田サイトリプレース
.09 大洋薬品工業(株) 高山工場抗生剤棟リプレース

2012
.02 ソニーイーエムシーエス(株)東海テック

美濃加茂サイト リプレース
.05 ソニーイーエムシーエス(株)東海テック

湖西サイト リプレース



             Windows Ultimate Utility 
Management Systemの主な納入先

その他のファシリティー関連
            システムの主な納入先

DOS ファシリティー管理システムの

                                                   
主な納入先

UNIX ファシリティー管理システムの

                                                   主な納入先

1992
.04 (株)ソニーミュージック

マニュファクチュアリング静岡工場

1993
.08 (株)ソニーミュージック

マニュファクチュアリング大井川工場

1998
.06 (株)ソニーミュージック

マニュファクチュアリング茨城工場

（守衛所警報システム）

1992
.04 (株)クリスタルスポーツクラブ

1993
.04 (株)明治スポーツプラザ(新潟)

1994
.03 石川厚生年金会館

1993
.05 (株)ソニーミュージック

マニュファクチュアリング大井川工場

1994
.03 ソニーイーエムシーエス(株)長野テック

.04 大洋薬品工業(株)

1996
.10 ソニー(株)本社3号館

2005
.03 (株)DNP東海

.08 愛知コーティングラボラトリーズ

2006
.03 高知工科大学

.08 東広島グリーンホテルモーリス

2007
.03 ソニーイーエムシーエス(株) 浜松テック

.05 コロムビアデジタルメディア(株)第1期工事

2008
.02 コロムビアデジタルメディア(株)第2期工事

.09 (株)B＆Cラボラトリーズ

2010
.08 高知工科大学リプレース

2011
.05 東芝機械(株) 沼津工場

.06 東芝機械(株) 御殿場工場

東芝機械(株) 相模工場

1993
.12 東京電力技術開発センター

1994
.03 東洋熱工業(株) 新川ビル

.05 (株)ソニーミュージック
マニュファクチュアリング大井川工場

1997
.06 東京東山ビル

（設備台帳システム）

1990
.02 ソニーイーエムシーエス(株)長野テック

.03 ソニーグローバルソリューションズ(株)

.06 (株)サンゴ・スポーリア314

1991
.04 (株)明治スポーツプラザ(大阪)

1988
.04 ソニーイーエムシーエス(株)美濃加茂テック

1991
.04 ソニーイーエムシーエス(株)埼玉テック

1992
.04 (株)ソニーミュージック

マニュファクチュアリング吉田工場
.05 ソニーケミカル(株) 根上事業所



2011.03
               
                 

.04
                  .05

2012.04

1995
.09 三沢アイスアリーナ

.12 長野ホワイトリング

1996
.03 門真スポーツセンター＜なみはやドーム＞

リザルト・システム

995
.09 三沢アイスア

(DOS レフェリーシステム )
(Windowsリザルトシステムタッチパネル対応版 )

(Windows レフェリーシステム )

(Windows リザルトシステム )

3

(DOS フィギュアスケートリザルトシステム )

テクニカル・オフィシャル・システム

ジャッジ・システム

SPG

スポーツ競技支援システムの
主な納入先 ①

Figure Skating  ISU Judging System 
準拠日本語システムの主な納入先

2004
.09 日本スケート連盟推薦品として

全国のスケート連盟に納入

2006
.09 愛・地球博記念公園アイススケート場

2007
.12 日本ガイシアリーナ

2011
.02 中京大学NTC

2006
.09 愛・地球博記念公園アイススケート場

2007
.09 東京都スケート連盟

.12 日本ガイシアリーナ

2006
.09 愛・地球博記念公園アイススケート場

2007
.09 東京都スケート連盟

.12 日本ガイシアリーナ

2007
.09 東京都スケート連盟

.10 神奈川県スケート連盟

.02 日本ガイシアリーナ

2003
.03 名古屋市総合体育館レインボーアイスアリーナ

(フィギュアスケート）

2004
.02 札幌月寒体育館（フィギュアスケート）

2006
.09 愛･地球博記念公園アイススケート場

(フィギュアスケート)

1996
.10 長野エムウェーブ(スピードスケート)

1998
.12 アクアドーム熊本(フィギュアスケート)

2000
.08 山梨小瀬スポーツ公園 (フィギュアスケート)

2002
.02 茨城笠松プール(フィギュアスケート)

.11 京都アクアリーナ
(フィギュアスケート・ショートトラック)

2003
.03

2005
.10 アクアリンクちば(フィギュアスケート)

1992
.10 神戸ポートアイランド

1994
.06 郡山アイスアリーナ

.08 やまびこスケートの森アイスアリーナ

1995
.09 三沢アイスアリーナ

.11 名古屋市総合体育館レインボーアイスアリーナ

.12 長野ホワイトリング

1996
.02 大阪市プール

.03 門真スポーツセンター＜なみはやドーム＞

1998
.12 アクアドーム熊本

1999
.07 帯広の森アイスアリーナ

.12 滋賀県立アイスアリーナ

2000
.08 山梨小瀬スポーツ公園

2001
.06 帯広の森アイスアリーナ

2002
.02 茨城笠松プール

名古屋市総合体育館レインボーアイスアリーナ
(フィギュアスケート）



( フィギュアスケート採点集計
　( ジャッジ ) システム )

( 表示システム )

その他の競技団体への納入

競技運営支援業務の実績

1992
.10 神戸ポートアイランド

1994
.06 郡山アイスアリーナ

.08 やまびこスケートの森アイスアリーナ

1995
.01 愛知県青少年公園

.09 苫小牧アイスアリーナ

.11 名古屋市総合体育館レインボーアイスアリーナ

1996
.02 大阪市プール

.11 釧路アイスアリーナ

1997
.09 東京都スケート連盟

1999
.07 帯広の森アイスアリーナ

.12 滋賀県立アイスアリーナ

2000
.08 山梨小瀬スポーツ公園

2001
.06 帯広の森アイスアリーナ

その他、セイコータイムシステム・T.I.C-CITIZEN
関係各所にOEM 供給

1995
.10 邦和スポーツランド（簡易タイマー表示）

1997
.09 東京都スケート連盟（フィギュアスケート採点表示）

.11 岩手県営スケート場（アイスホッケー表示）
その他韓国･全国各所

2011

2014

.06

.01

邦和スポーツランド
（アイスホッケーゲームタイマー表示装置）

2008
.04 社団法人ダンススポーツ連盟

新採点システムプロトタイプ構築
.09 社団法人日本チアリーディング協会

新採点システム構築

中京大学NTC
（映像フィードバック・システム ）

( フィギュアスケート採点集計
(ジャッジ)システムタッチパネル式)
( フィギュ
(ジャッジ

スポーツ競技支援システムの
主な納入先 ②

2003
.03 名古屋市総合体育館レインボーアイスアリーナ

2004
.02 札幌月寒体育館

2006
.09 愛･地球博記念公園アイススケート場

1983 -2020 ISUグランプリシリーズ
ＮＨＫ杯国際フィギュアスケート

1990 -2020 全日本フィギュアスケート選手権大会
全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会

1997-2020 全日本ノービス選手権大会

2013-2020 全日本シンクロナイズド・スケーティング選手権大会

2007-2020 西日本・西日本ジュニア選手権大会

2001/2011
-2020

東日本・東日本ジュニア選手権大会

2011-2020

2013-2020

2009-2020

東北･北海道/関東/近畿/中四国・九州
　　　　　　　　　　フィギュアスケート選手権大会

東京フィギュアスケート選手権大会

国体フィギュア競技予選会
1985-2020 国民体育大会冬季大会スケート

全国高等学校総合体育大会 (99.00.03.04.06.07.10-19)
全国中学校スケート大会 (00-02.04.06.08.10-19)

2011 日本学生氷上競技選手権大会

2003/2017 アジア冬季競技大会青森2003/北海道2017

1997/1999
-2001

国際オープンフィギュア

1998 長野オリンピック

1999-2016 ISUジュニアグランプリフィギュアスケート(99.01.03.16)

2005/2010 国際競技大会 （SBC Cup）

2000/2013 ISUフィギュアスケート四大陸選手権大会

2001-2017 ISUグランプリファイナル
フィギュアスケート競技大会(01.05.09.13.17)

1985 世界フィギュアスケート選手権大会
(専用2採点同時入力端末を開発：国内初)

2002-2019 世界フィギュアスケート選手権大会(02.07.14.19)

2005 ジャパンインターナショナルチャレンジ
2006-2021 フィギュアスケートジャパンオープン

2007 日米対抗フィギュアスケート競技会

2009-2019 世界フィギュアスケート国別対抗戦(09.12.13.15.17.19)
(ワールドチームトロフィー)

　　 2012-2016 メダルウィナーズオープン(12.15.16)

その他日本国内で行われる
国際競技会・全国競技会・ローカル大会

※ ISU =国際スケート連盟
(International Skating Union)

2001-2005 ザ・バレ･コン名古屋 (バレエコンクール)

2004/2005 ザ･バレ･コン仙台 (バレエコンクール)

2005/2006 ザ･バレ･コン福岡 (バレエコンクール)

2001-2017 バレエコンペティション21 (バレエコンクール)

2001 秋田ワールドゲームズ2001 (ローラーフィギュア)

2002 国際スケート連盟総会(IDカード発行・ITインフラ構築)

2005 スペシャルオリンピックス冬季世界大会･長野



（Windows システム）

（DOSシステム）

競技運営支援業務の実績
（チアリーディング） その他のアプリケーション開発の実績

システム構築業務・その他の実績

1996
.02 注文書管理システム◇東洋熱工業(株)名古屋支店

.10 画像伝送型遠隔監視システム
◇東洋熱工業(株)東京本店

1997
.04 設計管理システム◇東洋熱工業(株)名古屋支店

原材料管理システム◇積和建設東名(株)

.11 鶴見マンホールシステム◇ (株)ケイ･エス･ジェイ

MH2000ヘリコプターシミュレーション◇三菱重工(株)

.12 リース管理システム(かりもの番)◇積和建設東名(株)

1998
.01 計測機器管理システム◇ (株)親和計装

.04 計測機器管理システム◇ (株)テクノ中部(TCC)

.08 原材料管理システム(かずあつめ)◇積和建設岡崎(株)

.09 請負･原価集計システム◇積和建設東名(株)

フィギュアスケート競技支援システム
◇(財)日本スケート連盟

スピードスケート競技支援システム
◇(財)日本スケート連盟

1999
.03 会員検索システム◇ (財)日本スケート連盟

.05 設計管理システム◇東洋熱工業(株)産業空調推進部

.10 宅急便ラベル印刷システム◇ (株)三陶園

1989
.05 売掛金管理システム◇クラブVIP

1995
.12 桐版計測機器管理システム◇知多第二火力･(株)親和計装

1996
.12 桐版計測機器管理システム

◇碧南火力･(株)親和計装
ビデオレンタル業務パッケージ◇約70店舗

◇碧南火力
ビデオレ

（アプリケーション）

2019
.11 Android/iOSアプリ　Skating info(スケーティングインフォ)

◇日本スケート連盟

2020
.09 Android/iOSアプリ　JSFヘルスチェック

2021
.01 Android/iOSアプリ　GLOBAL SAFETY（グローバルセーフティ）

◇日本スケート連盟

1995
.08 集中管理カラオケシステム◇ (株)日光堂

1997
.03 インフラ構築◇東洋熱工業(株)名古屋支店

.05 インフラ構築◇ (株)本保

1998
.02 インフラ構築◇ (株)ティ･エフ･シー

.06 インフラ構築◇ (株)名古屋スポーツセンター

.11 インフラ構築◇ (財)日本スケート連盟

1999
.05 インフラ構築◇東洋熱工業(株)東京本店

2012
.09 MCA無線機ボイスレコーダー(パッケージソフト・OEM)

2008-2014 JAPAN CUP日本選手権

2008-2014
2008-2015

全日本学生選手権

全日本中学校/全日本高等学校/クラブチーム選手権

2009-2014 関東選手権

2009-2013 アジアインターナショナルオープン
チャンピオンシップ



2011
.03 豊田工業大学

2012
.03 長久手市役所
.04 とよたハウジングガーデン

2013

2014

.06 とよたハウジングガーデン

.02 東海市役所

.02 JFEスチール株式会社

.03 豊田まちづくり株式会社(T-FACE)
株式会社ソミック石川(鶴見･古川･竜洋･領家･三島･鈴六工場)
日本ガイシ株式会社(仕上工場)

全トヨタ労働組合連合会 つどいの丘
株式会社ファースト 
名古屋・八重洲ショールーム

.06 那賀自動車学校

.04 須賀川市役所

.07 日本ガイシ株式会社(金属管理棟)

.08 株式会社アシストショールーム

.11 東京インテリア家具 幕張店

.02 株式会社ソミック石川(古川工場)

.03 宗教法人世界救世教いづのめ教団

.06 東京インテリア家具 名古屋本店
株式会社メタルワン

日産自動車株式会社 グローバル研修センター

株式会社日本製鋼所
2015ＮＨＫ杯
国際フィギュアスケート競技大会        レンタル機導入

NECプラットフォームズ株式会社甲府事業所

.03 ISU世界フィギュアスケート選手権大会2014

.09 株式会社ソミック石川　　デモ機導入

.05 東海旅客鉄道株式会社
リニア・鉄道館～夢と想い出のミュージアム～

東海ラジオ開局55周年記念イベント
TOKAI RADIO Go Go!　　レンタル機導入

.11 NECディスプレイソリューションズ株式会社
ショールーム

.12 佐世保工業高等専門学校

.10 島根電工株式会社

.10 須賀川市役所

.11 株式会社岡村製作所

.12 豊田工業大学
ISUグランプリファイナルフィギュアスケート競技大会

2012
.07 名古屋駅エスカ地下街

.10 ユニー株式会社ユーホーム(西大和店)

2013

2013

.03 名古屋駅

2014
.11 名古屋駅前桜通 地下街 ユニモール

2015
.03 豊鉄バス株式会社
.09 名古屋駅前桜通 地下街 ユニモール

エスカ地下街

■Touchnage®,Touchnage®2,Touchnage®2+
Touchnage®3

■Touchnage®NAVI,  Touchnage®NAVI2

■インフィニティ

2015

2016

.07
           .09

           .10

           .11

2017
           .01
           .02

           .03

           .06
           .07
           .06
           .09
           .11

           .12

2018
           .01
           .02
           .03

           .04

           .08
           .11

2019
           .01
           .02
           .03

           .09
           .11

2020
           .01
           .03

           
           .05

2021
.03

.04

.10

株式会社ソミック石川(豊岡工場)
天然温泉かきつばた（刈谷ハイウェイオアシス）
長崎空港
日本ガイシ株式会社(厚生棟・焼鈍工場・圧延居室・
　　　　　　　　　　　管理棟・ベリ銅工場・金ベリ工場)
2016ＮＨＫ杯
国際フィギュアスケート競技大会        レンタル機導入

熱海大観荘
東京インテリア家具 大阪本店
株式会社ソミック石川(古川工場)
宗教法人世界救世教いづのめ教団(京都)
名古屋セントラル病院
中央発條株式会社
東日本旅客鉄道株式会社秋田支社
東京インテリア家具 神戸店
八王子市こども科学館
株式会社イマダ
LINOAS（リノアス）(近鉄八尾駅前商業施設)
2017ＮＨＫ杯
国際フィギュアスケート競技大会        レンタル機導入
ISUグランプリファイナルフィギュアスケート競技大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　レンタル機導入

ボートレース浜名湖
近鉄百貨店 橿原店
本田技研工業株式会社　浜松工場
西武鉄道株式会社
東京インテリア家具 福岡新宮店
松尾建設株式会社
社会福祉法人高見福祉会 特別養護老人ホーム橘花苑
2018ＮＨＫ杯
国際フィギュアスケート競技大会        レンタル機導入

東京インテリア家具 長岡店
医療法人誠和会 介護老人保健施設シルバーピアしきな
株式会社特殊金属エクセル
ISU世界フィギュアスケート選手権大会2019     レンタル機導入
清水町産業観光課(わくら柿田川)
豊田鉄工株式会社
関東グリコ株式会社
半田市市民交流センター
関東グリコ　追加導入
2019ＮＨＫ杯
国際フィギュアスケート競技大会        レンタル機導入

東京インテリア家具 岐阜瑞穂店
株式会社ソミック石川(下野部工場)
宮崎県串間市観光物産協会　都井岬「PAKALAPAKA」
法相宗大本山 興福寺
シァル横浜

しまね海洋館 AQUAS
東京インテリア家具 筑紫野店
国家公務員共済組合連合会 大手前病院
東京インテリア家具 大津店
株式会社日本製鋼所
東京インテリア家具 長久手店

デジタルサイネージソフト    
                                     主な納入先



     デジタルサイネージ 
コンテンツ納品の実績・その他実績

　アプリケーション 納品の実績
〈 JSF ヘルスチェック / GLOBAL SAFETY 〉

2010
.11
.12

2011
.01
.02
.04
.05
.06

2012
.03
      

.05
        
.07
.08
.10

2013
.03
.04
.10

2014
.04
.09

.11

2015
.03
.05
.07
.09

2016
.09

2017
.01
.06
.07

2018
.04
.10
.11

2019
.03
.09

三交不動産株式会社
神鋼造機株式会社

京田辺市役所
三交不動産株式会社
積水ハウス株式会社
三交不動産株式会社
邦和スポーツランド

株式会社三昭堂
積水ハウス株式会社/積和建設中部株式会社
げんきの郷
株式会社宣通
株式会社大岡屋(大岡屋はなれ)
積水ハウス株式会社
株式会社コメダ(金沢大学付属病院店)
萩原電気株式会社
株式会社コメダ(五条烏丸店)
株式会社大岡屋(大岡屋はなれ)
株式会社コメダ(新大阪店)

株式会社大岡屋(大岡屋はなれ)
株式会社スター精機
株式会社大岡屋
鈴鹿サーキットホテル

岐阜県立下呂温泉病院
東海旅客鉄道株式会社
リニア・鉄道館～夢と想い出のミュージアム～
ホテルメルパルク名古屋

株式会社大岡屋(けとばし屋チャンピオン)
ウェディング向けポスタースタンド
カルビ一丁
愛知県トラック協会

株式会社オカベカミコン

パナソニック産機システムズ株式会社
ホルビガー日本株式会社
八王子市こども科学館

Oh!Me大津テラス
医療法人 生寿会　覚王山内科・在宅クリニック
神鋼造機株式会社

NHK津放送局
宮崎交通株式会社

2020
.02

.09

2021
.03
.09

月島機械株式会社
一畑バス株式会社
松江市交通局
ルビットタウン中津川・高山

Nexco西日本
社会福祉法人 恩賜財団　済生会松阪総合病院
青森県立中央病院

2020
.09

2021
.01

.03

.04

.06

.07

公益財団法人 日本スケート連盟

公益財団法人 日本スポーツ協会
第76回 国民体育大会冬季大会スケート競技会
　(スピードスケート・フィギュアスケート・ショートトラック)
　・アイスホッケー競技会
明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント
Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント
学校法人滋慶コミュニケーションアート
　名古屋カフェ・パティシエ＆調理専門学校
ISU World Team Trophy in Figure Skating 2021
FINA Diving World Cup 2021
宮里藍サントリーレディースオープンゴルフトーナメント2021
資生堂レディスオープン



 Web サイト作成・維持管理業務（サイト維持管理共）

(公財) 日本スケート連盟  公式リザルト ( 結果 ) サイト
h t t p s : / / www . j s f r e s u l t s . c om /

(公財) 日本スケート連盟  公式フィギュアリザルト＆ジャッジシステムサポートサイト
h t t p s : / / www . j s f r e s u l t s . c om / f x 2 /

(公財) 日本スケート連盟  公式スピードリザルトシステムサポートサイト
h t t p s : / / www . j s f r e s u l t s . c om / s e /

(公財) 日本スケート連盟  スピードスケート公式記録掲載サイト
h t t p : / / www . s k a t i n g j a p a n . j p / r e c o r d s /

記載内容以外にも多岐に渡る納入実績がございます。
アプリケーション作成、システム構築、Web サイトなどをご検討の場合には

是非お問い合わせ下さい。

弊社ホームページ
h t t p s : / / www . c om n e t - c o r p . c o . j p /

※  スケート関連のサイト構築 / 更新も都度行っております。

     各種国際競技会、イベント個別公式サイト

(NH K 杯 , フィギュア世界選手権 , 世界スプリント選手権 ,  S B C 杯、ワールドカップなど…多数 )  

  ※  その他、現在は更新に携わっていないサイト構築も、多数行っております。


