IBM i 30周年にご賛同いただいた、

パートナー企業・団体のみなさま

2018年6月、IBM i は発表から30周年を迎えました。
IBM i はこれからも、お客様のアプリケーション資産を継承しながら、クラウドや AI との連携機能を継続的に強化することで、
お客様のイノベーションをご支援してまいります。
IBM i 30周年にご賛同いただいたパートナー様一覧をご紹介します（会社・団体名50音順、敬称略）。

ご賛同企業・団体一覧
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株式会社イグアス

炭平コンピューターシステム株式会社

株式会社ヴィンクス

ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社

エヌアイシー・パートナーズ株式会社

ソフラ株式会社

NNC 株式会社
NDIソリューションズ株式会社

ソリューション・ラボ・横浜株式会社

株式会社エム・アンド・アイ

株式会社ソルパック

マ行

株式会社ソルネット

株式会社ミガロ．

エム・ビー・エス株式会社
ヤ行

オークシステム株式会社

Open Source 協議会 IBM i

タ行

株式会社オムニサイエンス

カ行

ユーオス・グループ
田中電機工業株式会社

株式会社ユーテック

ティアックオンキヨーソリューションズ株式会社

株式会社ユニテック

ティアンドトラスト株式会社
東京日産コンピュータシステム株式会社
ラ行

兼松エレクトロニクス株式会社
キョーラクシステムクリエート株式会社
株式会社グロスディー

ナ行

株式会社ライトウェル

コンピュータテクノロジー株式会社

株式会社ランサ・ジャパン
ナビオコンピュータ株式会社
株式会社ニッポンダイナミックシステムズ

サ行

日本情報通信株式会社
株式会社ぬ利彦

三洋コンピュータ株式会社

ネオアクシス株式会社

三和コムテック株式会社

株式会社 NESCO SUPER SOLUTION

株式会社シーアイエス
株式会社 CSIソリューションズ
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株式会社レジェンド・アプリケーションズ

エンドースメント・コメント

ア行

アルス株式会社

株式会社アイ・ディー・シー

を心よりお喜び申し上げます。

当社は、初代 AS/400が発表された半年後に設立されました。以

御支援してまいりました。特に近年は、従来の利用方法もさること

IBM i 30周年および POWER9搭載 IBM Power Systems の発表
当社は AS/400 発表以来、お客様の基幹システムの構築を中心に

来 30 年間、AS/400でのシステム開発を続けることで、お客様シス

ながら、データベースサーバとして、あるいは Web アプリケーション

サーバーとして、Web システムや C/S 系のシステムの導入を中心に、

テムの安定稼動をご支援してまいりました。特に貿易関連業務のノ

ウハウを生かしたシステム構築と、パッケージソフトウェア（ FREE

多くのお客様のシステムを構築しております。

MAIL Plus ）を使った効率的な帳票配信の分野で寄与できたと自
負しております。これからの30 年も、ビジネス変革 にさらなる価値
を Plus できるよう、IBM i ユーザーのお客様を支援してまいります。

今後も IBM i とともに、引き続き成長できるよう尽力してまいります。

株式会社イグアス

株式会社アイエステクノポート

代表取締役社長

矢花 達也

株式会社イグアスは、IBM i 30 周年および POWER9 搭載 IBM

弊社は設立以来 AS/400から IBM i に至るまで、一貫してお客様

Power Systems の発表を心よりお喜び申し上げます。

の基幹システムを支えるべく、さまざまなソリューションやサービ

この度の発表はデジタル変革時代の幕開けと企業の最新テクノロ

ス・サーバーとして最適なサーバーをより有効活用する為に、アウ

と確信しております。

ネージャー、アプリケーション保守管理に役立つ SS/Tool など各

マンスを誇る POWER9 搭載 AC922をイグアス・ソリューション・

スを開発・販売しています。IBM i の安定性、拡張性などビジネ

ジー活用によるビジネスの新たな価値がさらに生み出されるもの

トプット統合ソリューション UT/400やシステム管理ツール S/D マ

弊社は No.1バリュー・ディストリビューターとして、圧倒的パフォー

種ソリューションを多くのお客様にご利用いただいております。今

センターに迎えコグニティブ時代に即応できる検証環境をいち早

後新製品も発売予定であり、これからもお客様にお役に立つ IBM

くお届けするとともに、IBM i を中核としたビジネスの成功、次世

と共に進化して行きたい思います。

性と高度な仮想化による企業 IT 課題、ビジネス課題を解決する価

i ベースのソリューションやサービスをご提供し続ける事で、IBM i

代プラットフォーム基盤となる IBM Power Systems の高い信頼
値訴求、およびソリューションの品揃えを拡充させパートナー様の

ご期待にお応えしていく所存でございます。

iBI アライアンス

なお、当社は2018年4月1日をもって株式会社グロスディーと合併

いたします。

私たち11 社からなる iBI アライアンスの目的は、IBM （旧
i
IBM

合併によるディストリビューター事業の効率化や相乗効果により、

AS/400 ）にかかわるビジネスを IBM 、IBM ビジネスパートナーの

お客様のビジネス向上にこれまで以上に貢献するものと確信して

関係者の皆様とともにさらに活発化することです。

おります。

これからも私たちは IBM i で稼動する優れたソリューションや各

新生イグアスをご愛顧いただけますようお願いいたします。

種サービスを多くのお客様にお届けし、皆様のビジネスをより良く
サポートすることでお役に立ちたいと願っております。

株式会社ヴィンクス

株式会社アキタシステムマネジメント

株式会社ヴィンクスは、POWER9 搭載 Power Systems の発表

を心より歓迎いたします。弊社は、IBM i 向け運用統合ソリューション

この度の「 IBM Power Systems 」の新製品発表、心より歓迎い

「 Hybrid Series 」を販売させて頂いており、ジョブスケジューラ

弊社のユーザー様より頂戴する Power Systems のシステム基盤

等の運用管理製品を、業種・業態に関らず、多数の IBM i ユーザー

たします。また、
「 IBM i 」30 周年、誠におめでとうございます。

「 Hybrid SCHEDULER 」、メッセージ監視「 Hybrid MESSAGE 」

としての堅牢性、可用性、信頼性のご評価の高さは、今もって揺らぐ

様にご利用頂いております。

ことがありません。

今後とも、Power Systems と共にさらなる飛躍を目指し、
ソリュー

過去〜現在〜将来に渡ってお客様の成長をご支援し続けることが

ションの提供をして参ります。

できるシステム基 盤として、Power Systems のご提 案および
サポートを継続して行ってまいります。
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エヌアイシー・パートナーズ株式会社
エヌアイシー・パートナーズ株式会社

代表取締役社長

Systems の進化に合わせお客様に最適なソリューションやサービス
を提供致します。
春川 文男

今回の発表により弊社のソリューションやサービスがさらに強力な

IBM i 30周年おめでとうございます。
弊社は、これまで一貫して数多くの IBM i をパートナー様経由で

ものとしてお客様にご提供できるものと確信しております。

ご提供して参りました。

Open Source 協議会 IBM i

現在、弊社ではオンプレミスだけでなく、お客様ニーズにあわせた

IBM i ベースのクラウドサービスもパートナー様を通じてお届けす

IBM i 30周年おめでとうございます。Open Source 協議会 IBM i

ることが可能です。

今後も IBM i に強いパートナー様とともに、お客様に対し付加価

は、2006 年 6月、IBM i の販売に携わる IBM ビジネスパートナー

が中心となって、IBM i でのオープンソース・ソフトウェアによるビジ

値のあるご提案をして参ります。

ネスの啓蒙と創成を推進することを目的として設立されました。AI、

IoT、ロボティクスに代表される第四次産業革命の真っただ中、必要

NDI ソリューションズ株式会社

不可欠になりつつあるオープンソース・ソフトウェアを、どの様に

IBM i で活用していくのか、引き続き皆様と探究し発信して参ります！

NDI ソリューションズ株式会社は、最新の Power Systems 製品
発表と IBM i 30 周年を心より歓迎いたします。
弊社は創業以来 IBM i の構築、開発、運用までの一貫したサービス

株式会社オムニサイエンス

を提供しており、今後も弊社事業の柱として取り組んでまいります。

また弊社は IBM i と AI の連携にも取り組んでおり、スマートフォン

株式会社オムニサイエンスは、POWER9 搭載 Power Systems の

新製品発表を心より歓迎いたします。弊社は創業 30 年にわたり

からの音声やチャットでの業務データ入力・検索によって、お客様
の業務効率向上・働き方改革を支援します。

IBM i と共に歩み、そのノウハウを蓄積した『 PHPQUERY 』は、
IBM i における Query/400や従来型 BI ツールの課題を解決し、

株式会社エム・アンド・アイ

させることができ、誰もが手軽にデータを使いこなせる軽量な BI

株式会社エム・アンド・アイは、POWER9 搭載 Power Systems

によりよいサービスを提供させて頂けると確信しております。

的確かつ迅速な意思決定と、次のアクションへのスピードを加速

ツールです。これからも進化を続ける Power Systems が、お客様

の新製品発表を心より歓迎致します。弊社は、IBM （
i POWER7 、

POWER8 ）を自社に構えユーザ 企業様にプライベートクラウド

カ行

サービスの提供をさせて頂いております。

従来の5250インタフェースの RPG 開発はもとより、フロントエンド

インタフェースにブラウザ（ PHP 言語等）を使用した業種・業態に
関らないアプリケーション実装を実現致します。

兼松エレクトロニクス株式会社

ご提案を行って参ります。

取締役 システム本部長 兼 ビジネス開発本部長

エム・ビー・エス株式会社

たします。

IBM i 30周年 誠におめでとうございます。
弊社も、30年にわたって、IBM i のもつ “ 抜群に効率的な運用管理 ”

ティー、システム堅牢性、運用容易性が多くのお客様の支持をいた
だいており、これからも共に発展していけることを確信しておりま

と“ 高度なセキュリティー ” のもと、安定したシステムソリューション

す。

をあらゆる規模のお客様に提供してまいりました。

プリンターやテープ装置といった外部出力装置の提供から始まっ

様に持続的な競争力をもたらすことをお約束します。

を期待しております。

今後も、Power Systems（ IBM i ）
と共に、さらなる機能拡張した

鈴木 勝人

兼松エレクトロニクスは、POWER9 CPU 搭載の新製品発表と、

AS/400が IBM i として30周年を迎えられたことを心より歓迎い

変わらぬアプリケーション資産に対する高い継承性、高セキュリ

今後も IBM i の優れたソリューションを提供することにより、お客

た私共の IBM i および関連ビジネスが引き続きご提供できること

オークシステム株式会社
オークシステム株式会社は IBM i を中心にさまざまなソリューション
やサービスを提供しております。

今 後 も IBM 、IBM ビ ジ ネ ス パ ートナ ー の 皆 様 と 共 に Power
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サ行

キョーラクシステムクリエート株式会社
常務取締役

高瀬 充博

三和コムテック株式会社

IBM i 30周年誠におめでとうございます。キョーラクシステムクリ
エート株式会社は、このたびの Power Systems 新製品発表を、

IBM i 30周年、三和コムテックの歴史も BCP やセキュリティーソ

心より歓迎致します。

弊社設立以来 20 年 IBM i をコアとした業務アプリケーション開発

リューションを通じて歩みを同じくするものでした。そしてこれから
の 30 年に向けて、従来製品に加えて新たに、開発運用を支える

を主にソリューション提供およびシステムインテグレーション事業

を展開しております。IBM i に関わる機器販売から導入支援、開発の

DevOps の Arcad 、モ ダナイゼ ーションの Profound 、RPA の
AutoMate で IBM i のユーザーのお役に立つソリューションを

派遣・支援、導入後のサポート保守まで永年培ったノウハウをご提供

してまいります。今後も IBM i のサービスビジネスの開発基盤を

ご提供し続けます。

維持し、サポート強化を図ってまいります。

株式会社シーアイエス

株式会社グロスディー

株式会社シーアイエス

IBM i 30周年および POWER9 搭載の IBM Power Systems の

代表取締役社長

福田 弘

株式会社シーアイエスは、AS/400の誕生からシステム導入に携わり、

IBM i を中心としたソリューション提案を行ってまいりました。

発表おめでとうございます。

株式会社グロスディーは、IBM 付加価値ディストリビューターとして

これからも高度なセキュリティーと連続稼働性で事業継続を支える

Power Systems を中心とする幅広い製品を取り扱っています。

IBM i を活用し、お客様企業のビジネス活性化を支援してまいります。

高度なセキュリティーやアプリケーション資産の継承性を備え、最新

テクノロジ ーのビジネス実装を支援する IBM i および Power

株式会社 CSI ソリューションズ

Systems は、アナリティクス ･ クラウド ･ Watson/AI のプラット

フォームとして最適であり、これらの分野でのさらなる市場の拡大

株式会社 CSI ソリューションズ

を期待しています。

当社は、POWER9および POWER9に最適化された新しい OS の

代表取締役社長

加藤 敏幸

お届けいたします。

なお、当社は2018 年 4月1日をもって株式会社イグアスと合併い

IBM （
i AS/400 ）発売 30周年、おめでとうございます。
株式会社 CSI ソリューションズは設立以来 28 年間、IBM i と共に
歩み、成長してまいりました。Power Systems に備わる抜群の「安

たします。

定性」
「拡張性」
「パフォーマンス」が、お客様および弊社のビジネスを

価値を訴求し、先進テクノロジーと高いビジネス価値をお客様に

支え続けてくれたことに感謝いたします。今後も IBM i が末永く

合併によるディストリビューター事業の効率化や相乗効果により、
お客様のビジネス向上にこれまで以上に貢献するものと確信して

発展し、新しい価値創造に寄与されることを大いに期待しています。

おります。

引き続き、弊社は IBM i を利用されているお客様へ一歩先を見据えた

これまでのご愛顧に感謝するとともに、新生イグアスをご愛顧いた

サポートを通じて、経営課題の解決に貢献していく所存です。

だけますようお願いいたします。

株式会社シイエスシイ

コンピュータテクノロジー株式会社

弊社は創業33年、一貫して卸売業・小売業を中心に流通業に特化し、

IBM i で B to B を Web で構築。PHP で公開して情報発信まで、
Power System 1 台で実現。
IBM i と B to C を Web で融合。Consumer 向けの Cloud サービス

使う側の視点で流通業界の “ 情報化 ” に貢献して参りました。
システム開発、パッケージプログラム・機器の販売のみならず、シス
テムにまつわる事業
（人材派遣、アウトソーシング、コンサルテーション、

の情報を活用して業務を拡充。

教育、保守と一連のシステムに関係する業務）
を展開、流通業界の

大切なデータを IBM i で守ろう。安心してシステムの運用をサポート。

プロ集団として、日々お客様企業にいかにお役立ちできるかをテーマ

コンピュータテクノロジー株式会社は、IBM i のソリューションを

に活動を進めております。

Power System で行っております。

コンピュータテクノロジー株式会社のソリューションで propose

reduction of system を IBM i で実現致します。
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株式会社シービーシー

炭平コンピューターシステム株式会社

IBM i（ AS/400 ）誕生から30周年おめでとうございます。
弊社も、IBM ビジネス・パートナーとして創立以来 27 年にわたり、
お客様への IBM i 販売と RPG 言語による効率的なソフト開発
を行ってまいりました。AS/400 に特化した専門会社（社員一同
といえます。また最近は、モダナイゼーションや物流
AS/400ファン）

IBM i 30周年おめでとうございます。
弊社は AS/400の発表翌年に設立され、その発展とともに私共も
成長させて頂きました。

今後もお客様満足度の向上に向け、IBM i の新旧の良さを活かした
ソリューションを継続的にお客様に提供させていただきます。

システムをリモート・アクセスでのソフト開発・保守といった業務

請負も行っております。今後もお客様に、IBM i と安定した OS の

ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社

もと、あらゆるソリューションをご提案したいと考えております。

！100年先まで使えるソリューションでありますように！
IBM i よ永遠に！

ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社
代表取締役社長

JBCC 株式会社
代表取締役社長

内海 弘之

ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社は、今年創立 25周年を迎え

ます。まさに30周年を迎えた IBM i とともに成長してまいりました。
長年培った技術を活かし開発した「 POWER iAP on i 」は、IBM i

東上 征司

JBCC 株式会社は、POWER9 搭載 IBM Power Systems 新製品
の発表と IBM i 30周年を心よりお祝い申し上げます。圧倒的な性能
と高い信頼性を兼ね備えた新しい Power Systems と AI 、IoT な

きます。さらに、POWER9搭載で AI、RPA などの先進ソリューション

どの先進的テクノロジーの連携により、総合ソリューションプロバ

を稼働させることで、未来へとつないでいきます。

上でデジタルトランスフォーメーションを実現し、基幹系システム

を再構築する事無く、SoE 部分を IBM i オールインワンで構築で

イダーである JBCC は今後もお客様の課題に寄り添い、ビジネス
の成長を支援する価値あるソリューションを提供してまいります。

ソフラ株式会社

株式会社システムトラスト

ソフラ株式会社

株式会社システムトラストは1990 年の設立以来、中部圏の IBM i

に際し、心よりお喜び申し上げます。

既存の RPG アプリケーションの保守人員不足に対応する為、アプリ

提案から開発・保守まで一貫してご支援しており、System/38から

代表取締役

井本 裕順

IBM i 30周年、並びに POWER9搭載の Power Systems の発表

ユーザーを対象とした SI 事業を核に成長してきました。最近では、

弊社は、1981年の創立以来、企業の業務アプリケーションの企画・

AS/400、IBM i まで、ご提案ソリューションのメインサーバーには
常に IBM 機をお薦めしております。

ケーション保守に注力しており運用保守サービスをメニュー化する
など強化しています。

今後ともお客様が安心して IBM i を継続利用出来るようソリュー

また、自社ツールとしてユーザーの安定稼働・モダナイゼーション
に貢献するミドルウェア「 SOFLA i 」、プログラミングレスで業務

ションを提供して参ります。

アプリケーションを構築するツール「SOFLA AG」を IBM i にバンドル
して展開しており、自社データセンター「ソフラクラウドセンター」

スタンシステム株式会社

では多数の IBM i が稼働しております。

今後も弊社は、企業の基幹サーバーとして IBM i をお届けして参る

スタンシステムは、IBM Power Systems（IBM i）
をお客様のイノ

所存でございます。IBM、並びに IBM i のさらなる発展をお祈り申し

ベーションを実現する最も有効なプラットフォームとして位置付け

上げます。

ております。

弊社下記ソリューションパッケージならびに、弊社製 SI（システム

ソリューション・ラボ・横浜株式会社

インテグレーション）
と IBM i によりお客様の課題を迅速に解決
し付加価値をご提供いたします。

代表取締役社長

経営を見える化する「 Scope 」

内野 武美

POWER9搭載新製品発表に際しまして、心よりお祝い申し上げます。
弊社ソリューション・ラボ・横浜（ SLY ）は設立以来 26 年 IBM i の

革新する企業のための ERP「 Spring 」
次世代 LP ガス事業システム

アプリケーション開発、アプリケーション保守維持管理を中心に

新聞販売店グループシステム「 Focus 」

その利用拡大に努めて参りました。

開発実績として従来 RPG 開発、PHP 開発、Java 開発、VB.net

開発ならびに OSS MySQL 、PostgreSQL ベースの基幹 DB への
活用を推進しています。

IBM i ご活用のお客様の期待に応えるべく、今後も若手社員への
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ナ行

RPG スキル習得活動を継続し、同エリアの技術力の維持／拡大に
努めてまいります。

ナビオコンピュータ株式会社

株式会社ソルネット
株式会社ソルネット

代表取締役社長

IBM i 30周年おめでとうございます。
ナビオコンピュータは、IBM i の発売以来、30 年に渡って IBM i

長濱 好数

株式会社ソルネットは、POWER9 搭載 Power Systems 新製品

を基盤とする業務システムの開発・保守を通じてお客様へサービス

の発表を心より歓迎いたします。

を提供してまいりました。

また、弊社は、IBM i をユーザーとしても利用しております。

弊社は九州、中国地区において多様なお客様に各種ソリューション

今後の展開として若手のエンジニアに AS/400(RPG) の教育を

＆サービスを提供しています。

Power Systems が備える信頼性、安定性、拡張性は、お客様の

実施し、お客様の事業のサポートを継続してまいります。

デジタルトランスフォーメーションを確実にサポートできるプラット

IBM i と AI 、RPA を活用しお客様の業務システムのプロセスの

フォームであると確信しています。今後も日本アイ・ビー・エム様と

効率化を行い、更なるサービスの提供を続けてまいります。

共に、お客様企業の成長に貢献してまいります。

株式会社ニッポンダイナミックシステムズ

株式会社ソルパック

弊社は IBM i を使用して勤怠管理システム「 e- 就業」を ASP サー
ビスとして、
「大手食品会社」や「大手商社グループ」などの上場

株式会社ソルパックは創業以来、IBM （
i AS/400）に関するサービス

企業から、50 名規模の中堅中小企業まで250 社以上のお客様に

を提供してまいりました。

お使いいただいています。

サービス提供から13 年、1 度もダウンすることなく、安心して利用

システム開発サービス、システム運用管理サービスにとどまらず、

Power Systems を有効に活用するためのミドルウェア・パッケージ

しています。また、1 台のサーバで多くのユーザのさまざまな要望

の販売・導入や文書化サービス、マイグレーション・サービスを提供

に対してサービスを提供することが実現できる IBM i をこれから

しております。御社の基幹システムに関するビジネスの中で、ご支援

も使い続けていきます。

の機会をいただけると幸いでございます。

日本情報通信株式会社

タ行

日本情報通信株式会社

代表取締役社長

IBM i 30周年おめでとうございます。

田中電機工業株式会社

廣瀬 雄二郎

日 本 情 報 通 信 株 式 会 社 (NI+C) は、IBM i の 起 源 で あ る

弊社は、初代 AS/400 から IBM i に至るまでの 30 年間、お客様

System/36 、38から AS/400を経て現在まで、IBM i を30 年以
上お届けしています。この間、NI+C はテクノロジーの進展に追随

の重要基幹システムの安定稼働を支えるべく、さまざまなソリュー

したさまざまな価 値を付 加し、オンプレミス、クラウドを含めた

ションやサービスを開発・販売、メンテナンスサービスを提供して

ハイブリッド IT 基盤として IBM i を提供し続けています。そして今、

プラットフォームとして、ビジネス変革をご支援してまいります。

を100 社を超えるお客様にご利用いただいています。 日本企業の

います。これからの30年も、お客様のイノベーションを実現する戦略

IBM i のクラウドでの利用にお応えする「 NI+C Cloud Power i 」
基幹業務を支える IBM i の更なる成長を確信しています。

ティアンドトラスト株式会社

株式会社ぬ利彦

POWER9 搭載 Power Systems の発表および IBM i 30 周年、
誠におめでとうございます。30 年に渡りお客様の重要な基幹シス
テムを担ってきた IBM i を本当に誇りに思います。
ティアンドトラスト株式会社は IBM i のお客様のシステム・サポート

IBM i 30 周年および POWER9 搭載 IBM Power Systems の
発表をお祝い申し上げます。弊社は、IBM 特約店制度発足当初より
事業参画し、主に AS/400の導入構築を支援してまいりました。
お客様からは Power System を基盤とする基幹システムについて、

と、開発や運用保守など幅広い研修サービスを提供してきました。
多様なニーズに必ず応えを出してくれる IBM i を通じて、今後もお客様

投資効果の優れたシステムと高い評価をいただいております。今後、

をサポートいたします。

新たなテクノロジーの進化とともに時代に適合したシステムやサー
ビスを提供することで、お客様の発展・成長に貢献してまいります。
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ネオアクシス株式会社

ベル ･ データ株式会社

ネオアクシス株式会社は、POWER9搭載 Power Systems の発表

代表取締役

社長

小野寺 洋

IBM i 30周年誠におめでとうございます。また、新たに POWER9
搭 載 Power Systems スケール・アウト・モデルの発 表 重ねて

を心より歓迎いたします。

弊社は、多くの IBM i ユーザー様ご利用頂いている「 Toolbox 」を
始め、IT 関連業務のワンストップサポート
（開発・保守〜業務シス

おめでとうございます。

全般をご提供しております。

する課題に対して提案から導入・保守まで End to End で誠実に

テム運用）等、TIS インテックグループの中で、IBM i 向けのサービス

当社は “ One Stop Service ” をモットーにお客様の日々の IT に関

対応しており、主に Power Systems の販売、
レンタル、サービスを

今後も、お客様の環境変化の対応やビジネス課題解決をグループ

中心に展開し、ビックデータやアナリティクスに対応すべく Power

連携も活かし、ご支援して参ります。

クラウド、アプリケーション保守、IoT などお客様のご要望にお応え
するため、日々進化させております。

株式会社 NESCO SUPER SOLUTION
株式会社 NESCO SUPER SOLUTION（親会社：株式会社ネスコ）

株式会社ベルコム

戦略プラットフォームと位置付ける IBM i の継続的なロードマップ

株式会社ベルコムは、POWER9 搭載 Power Systems 発表および

が表明されたことにより IBM i の価値は益々高まっていくと確信

当社は AS/400 の時代から販売管理や生産管理などさまざまな

は、POWER9搭載 Power Systems の発表を心より歓迎致します。

IBM i 30 周年を心より歓迎致します。

公開・最新テクノロジー・サービス支援体制強化を改めて IBM 社様

します。

個別システムの開発・導入を主力ビジネスとしております。

600 社超の “ 統合会計パッケージ ” です。
IBM i + SS/400で高度なセキュリティーのもと幅広い会計業務

の事業継続や業務改善にあわせたシステム改修・新規開発で課題

開発・導入後も継続してシステムの保守・運用サポートおよびお客様

弊社製品「 SuperStream/400 」は IBM i で稼働する導入実績

を解決しております。
今後も長年の経験と実績をいかし、継続的に稼働するシステム開発・

の安定的な運用を御約束致します。

導入および保守・運用サポートの提供に貢献してまいります。

ハ行

北海道オフィス・システム株式会社
北海道 オフィス・システム 株式会社 は、POWER9 搭載 の IBM

林兼コンピューター株式会社

Power Systems の発表を歓迎いたします。弊社は、創業より
IBM i の構築、開発、運用に至るまでのトータルソリューションを
提供させていただいております。加えて Power Systems を基盤
としたハウジングサービスを提供しております。今後とも Power
Systems を中核として、安全・安心とともに新しいソリューション

POWER9 搭 載 IBM Power Systems の 新 製 品 発 表と IBM i
30周年を今年迎えられるとのことで、心よりお喜び申し上げます。
弊社は 1988 年の初代 AS/400 の発表以来、山口県、福岡県を
中心にお客様基幹業務を Power Systems の特徴である可用性・

をお客様に提供させていただきます。

堅牢性・プログラム資産継承を生かしたお客様の課題解決を行って

まいりました。今回の新 Power Systems がより高速処理を可能

とし、ビッグデータ解析、最新テクノロジーとのモダナイゼーション

マ行・ヤ行・ラ行

を通じてお客様のビジネス変革のお役に立てるものと確信して
おります。

株式会社ミガロ．

株式会社福岡情報ビジネスセンター

この度の新製品発表、並びに IBM i 30 周年、誠におめでとうご
ざいます。弊社は、Delphi/400 、SP4i 、新製品 Valence などの

今回の POWER9および IBM i の最新 TR によるセキュリティーと

IBM i モダナイゼーションツール販売・サポートを通して、Power
Systems 、IBM i を中心に事業を展開してまいりました。今年は、
IBM i 30 周年を記念して、弊社製品と IBM i ハードウェアの同時
導入キャンペーンを実施いたします。モバイル、IoT、クラウドサービ
ス等の先進技術と IBM i の融合を積極的にご提案している弊社に
とって、この度の IBM i の機能拡張やサポート強化のご発表は

パフォーマンスの劇的向上は、私たち Power（IBM i）
クラウドサービ

スベンダーにとってもビッグニュースです。全国の IBM i ユーザーの基

幹系システムを安全安心に保守運用し、
更にモダナイゼーション、
Watson

API との連携で AI の活用を手掛ける、まさに IBM i の Lift&Shift を
実現する Power（IBM i）
クラウドサービスに更なる高付加価値を創
出する、イノベーションプラットフォームを手に入れたと言えます。

大変心強いものであり、心より歓迎いたします。
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ユーオス・グループ

株式会社ランサ・ジャパン

IBM i 生誕 30周年おめでとうございます。

既存のシステム資産を徹底保護すると同時に、新技術を次々と搭載

ユーオス・グループもおかげ様で 36 周年。全国 300 社を超える

し、システムを最新にできる環境を提供する。30 年変わりないこの

コンサル、開発、運用までシステムのライフサイクルにわたる多様

一方で、従来技術と多様化する最新技術を同時に扱う複雑さは

重ねております。これからも IBM 様と共に時代のスピード感に合った

に対応できるローコード開発プラットフォーム LANSA は、複雑さを

会員は、レガシーシステムからオープンシステム、AI、IoT などを含む

なお客様の要望に対応すべく、IBM 様のご協力の元、日々研鑽を

考え方は、IBM i の最大の特徴で、LANSA の共通点でもあります。
増すばかりです。一つの環境で5250から最新の Web 技術まで即座

サービスでお客様の成長をご支援させて頂きます。

軽減しながら、これからも IBM i と共に歩んで参ります。

株式会社ユーテック

株式会社レジェンド・アプリケーションズ

IBM （
i AS/400 ）と共にユーテックも30周年！！
1989 年 ( 平成元年 ) の創業以来 IBM i のインフラ構築をお客様

日本アイ・ビー・エム株式会社様の IBM i 発売30周年および新製品

の環境に最適な形で新規、リプレイスも含め柔軟にご提案、ご提
供させていただき、お客様のビジネスをサポートしてまいりました。

30 年間培ってきた技術を生かし、これからも株式会社ユーテック
は IBM i と共に進んでまいります。

発表を心より歓迎いたします。当社は IBM i 上で稼働する会計・人事

給与アプリケーション「MONEY/HUMAN」シリーズを開発販売して

おり、数多くの企業様にご利用頂いております。この度の IBM i

新製品により可用性・信頼性がさらに高まり、拡張性に富んだ運用
が可能になることで、より快適かつ安定的に利用できる業務アプリ
ケーションが提供できると確信しております。

株式会社ユニテック
「 BUILD-U + 現場支援システム」工事担当者の予算管理を支援

するシステムです。PHP で作成したこのシステムは、IBM i 内の

Zend Server で稼動するため、建設業の業務管理を一環して処理
できる ERP「 BUILD-U 」とシームレスに連携します。
建設業を中心に DM やサイトを通じて、IBM i ユーザー様へご提案
します。これからも、多くのお客様のご要望に応え IBM i でシステム
開発、保守を続けて参ります。

IBM i について

www.ibm.com/jp-ja/it-infrastructure/power/os/ibm-i
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