チーム I T 神戸

（株）アイ・ティ・シー

神戸市中央区御幸通 4 丁目 2-9
代表取締役

光岡

正彦

アベニュー御幸ビル 8Ｆ

●クラウド自社製品開発販売
●CASIO「ADPS」代理店
●オリジナル業務システム受託開発
●システム運用保守

（株）アトラクティブシステムズ
「すべての人が情報システムを利用できる社会を創造する」
という考えのもと、日々活動しています。
神戸市東灘区向洋町中 6-9
代表取締役

東口

●ウェブサイト制作・運用・保守
●業務システム開発、運用・保守

KFM 4E-03

昇

神戸市中央区熊内橋通 6 丁目 3 番 15 号
肇

安田布引ビル 302 号

●電子回路設計
●プリント基板開発・製作
●機構・筐体設計
●ハーネス製作・組み立て
●OEM 供給

（株）インフォメーション・クリエイト・システム
流通・生産・サービス業向けのシステムの提案・開発を手掛け、
ソフトウェア提供をしています。
神戸市中央区八幡通 3 丁目 1 番 15 号
代表取締役

松山

重男

（株）エスプリフォート
IT の力でお客様のビジネスを支え、笑顔と価値を創造する！
大阪市西区江戸堀 2-2-1
代表取締役

福島

徹

アズワン別館 8F

（株）エムトーン

代表取締役

永田

お客様と無限の道のりを共にするパートナーとして
神戸市中央区栄町通 1-2-7
正晃

今を知り 明日に役立つ、そんな継続的な革新を
サポートします。
神戸市中央区東町 116-2
辰巳

公規

オールブライトビル 601

（株）サンシャインシステム
製造業・販売業を中心としたシステムの提案と開発を
提供させていただいています。
神戸市中央区伊藤町 119
代表取締役

塩野

●ＥＲＰ（基幹系統合業務パッケージ）開発

https://otsukafund.co.jp

●IT コンサルティング
●IT 人材育成支援
●WEB サイトデザイン・制作

昌浩

東神戸支部

https://www.key-p.com

●SaaS/ASP サービス
●OEM ソフトウェア、開発・サービス

大同生命神戸ビル 8F

（株）コネクトファクトリー

代表取締役

https://www.m-tone.co.jp

真司

キー・ポイント（株）

大西

●業務システムコンサルタント
●ソフトウェア設計・開発・導入サポート
●Infor ERP パッケージアドオン開発・導入支援
●自社プロダクト開発・販売・サービス提供
●ビジネスクラウドサービス 等

中はりま支部

姫路市西新在家 2 丁目 14-26

代表取締役

https://www.esprit-fort.co.jp

東神戸支部

日本ビルヂング 707

「ウェルビーイング (well-being)」を最も大切にする会社です。

大塚

●業務システムコンサルタント
●業務ソフトウェアーの設計・開発・運用サポート
●パッケージソフト開発・販売
●インターネット関連（Web）導入・支援

ショウゾウ

大塚ファンド（株）

代表取締役

http://www.ics-web.co.jp

神戸中央支部

神戸中央支部

クラウドでＥＲＰ（基幹系統合業務パッケージ）を提供
神戸市中央区京町 79 番地

https://www.anxa.co.jp

東神戸支部

IoT ソリューション開発からマイコン・組み込みまで、電子回
路設計を通して社会をちょっと便利にする会社です。
藤戸

https://atsys.co.jp/

神戸中央

ANXA（アンザ）
（株）

代表取締役

https://www.e-itc.co.jp

兵庫支部

豊富な業務システム開発のノウハウを持ちクラウド /WEB で
最適なシステムを提供する会社です。
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大樹生命神戸三宮ビル 5 階

兵庫支部

https://connect-factory.com

●Web サイトの企画・制作・運用保守
●ショッピングサイトの企画・制作・運用保守
●インターネットを用いた広告事業
●IT コンサルタント事業
●業務システムの構築・保守
中神戸支部

https://www.sunshinesystem.co.jp

●コンピュータシステム導入コンサルタント業務
●コンピュータ、通信機器及びそのソフトの開発、
運用、販売
●コンピュータ技術者の出向
●前各号に付帯する一切の業務
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ジィ・アンド・ジィ（株）
お客様と同じ目線 + お客様の立場 = 51：49 の
パートナーシップ
神戸市中央区磯上通 4-1-6 シオノギ神戸ビル 2F
取締役会長

竹中

睦芳

（株）ジャム・デザイン
0 から 1+ を創り出す〈デザイン思考〉をベースに
神戸市中央区伊藤町 121
代表取締役

網本

雅生

神戸伊藤町ビルディング 6F

テスコムデジタルソリューション（株）
デジタルサイネージのトータルサポート会社です。
神戸市西区池上 4 丁目 13 番 9 号
代表取締役

藤原

章平

（有）ハイブリッド

代表取締役

早川

真

新神戸アパートメント 506

（株）ファインシステム
弊社のミッションは「IT Design のチカラで、幸せにして、
幸せになる」こと
兵庫県加古川市加古川町平野 185-1
代表取締役社長

山内

東神戸支部

https://www.gandg.co.jp

●IT 事業部
・システム開発ソリューション
・OBC 奉行シリーズソリューション 等
●旅行事業部
・えすぽツーリスト（JTB 総合提携店）
https://www.jam-design.jp

神戸中央支部

●商品やサービスのブランディング
●セールスプロモーション（ポスター、パンフレット、
カタログ、DM 等）の企画・制作
●ホームページ（Web サイト）制作
●EC サイトの企画・開発・運営 等
神戸中央支部

http://signage.tescomsound.co.jp

●デジタルサイネージ開発、設計、施工
●デジタルサイネージクラウドシステム開発、運用
●デジタルサイネージ保守メンテナンス
●防災サイネージシステム設計
●コンテンツ制作 等
神戸中央支部

映像エキスパートの総合力が 〈心に響く動画〉を生み出す
神戸市中央区熊内町 4-12-4

兵庫支部
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https://www.hybridkobe.jp

●テレビ番組の企画制作
●CM の企画制作
●企業・団体・行政・学校・病院の PR 映像制作
●YouTube の制作・ライブ配信
●展示会･イベント・セミナー撮影 等
東播支部

https://ﬁne-system.co.jp

●IT Design のチカラでお役立ち
（ホームページ制作、システム・ソフトウェア開発
販売、各種スポーツイベントの計測・企画・運営）

祐司

（株）御幸システム

兵庫支部

https://www.myksys.com

Human＆Quality（人と品質）を何よりも大切に考える会社です。 ●業務系ソリューションビジネス
●組込系システム開発
●コールセンター構築・運用
神戸市中央区御幸通 4 丁目 2 番 9 号 アベニュー御幸ビル 2F
●クラウド化支援
代表取締役 中野 豊
●基盤系運用保守

（株）メックコミュニケーションズ
ホームページ制作、システム・アプリ開発、レセコン ORCA
サポートの会社です。
神戸市中央区中山手通 4-3-6
専務取締役

入福

貴則

ゴールデンサンビル 4F

中神戸支部

https://www.mec-com.co.jp

●ホームページ企画、デザイン制作、保守サポート
●WordPress（ワードプレス）CMS カスタマイズ
●iOS、アンドロイドアプリ開発
●Web（クラウド）システム開発
●日医標準レセプトソフト（ORCA）ベンダー 等

