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社是 企業理念
心と心、人と人、企業と企業、企業と社会各々の関係を重視し、信義を重んじ、相互に向上、発展し、

何事に於いても真摯な態度で接する

Philosophy

心と心

企業と企業

人と人

事実と真実

好意と誠実

公平、公正

真摯な

取り組み

企業と社会

社訓 経営理念
１．会社は仕事を通じて取引先及び地域社会に貢献する

２．会社は優良中小企業を追求する

３．会社は仕事を通じて人格向上の場とする

社風 ｢自由闊達｣と｢実績主義｣

自由闊達：度量が広く、物事に拘らないという意味から、既成概念にとらわれずに自由な発想を持って

取り組み、失敗を恐れない精神力を持つという姿勢を表現しています

実績主義：年齢や勤続年数に拘らず、実際の仕事の成果や実力・実績に応じて、昇進、昇格決定していきます

企業理念

経営基本方針 ビジネス活動
１．事実と真実に基づく事

２．好意と誠実さに基づく事

３．公平、公正である事

４．みんなの為になる事

自由闊達自由闊達 実績主義実績主義



名称

本社所在地

東京オフィス所在地

設立年月日

資本金

代表

従業員

事業内容

取引銀行

株主

主要取引先

取得資格

タイムテック株式会社 URL http://www.timetec.co.jp

〒541-0054
大阪市中央区南本町1-7-15 明治安田生命堺筋本町ビル10階

TEL:06-6263-1088 FAX:06-6263-1707

〒141-0022
東京都品川区東五反田５-28-1 Ｋ２ビル5階

TEL:03-5422-8282 FAX:03-5422-8763

昭和58年6月21日

5,000万円

代表取締役 倉橋 正吉

7７名 （平成2６年３月 現在）

・ソフトウェアの開発請負 ・システム開発技術者の斡旋
・システム運用管理 ・コンピュータに関する各種作業請負

りそな銀行 北浜支店
みずほ銀行 船場支店
三菱東京UFJ銀行 船場中央支店

株式会社ミライト

株式会社 ＮＴＴドコモ 株式会社 トウ・ソリューションズ
ドコモ・システムズ 株式会社 イートアンド 株式会社
ドコモ・データコム 株式会社 株式会社 ＮＴＮ金剛製作所
株式会社 ドコモＣＳ関西 日本アンテナ 株式会社
株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ 大津毛織 株式会社
株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ関西 ＩＴカラー印刷 株式会社
株式会社 ＮＴＴデータビジネスシステムズ 京セラ 株式会社
富士通 株式会社 株式会社 サンケイリビング新聞社
株式会社 富士通システムズ・ウエスト 多田プラスチック工業 株式会社
株式会社 富士通エフサス 株式会社 Ｃｙｇａｍｅｓ
ＴＩＳ 株式会社 株式会社 さくらケーシーエス

中央コンピューター 株式会社
アイテック阪急阪神 株式会社 （他 順不同敬称略）

一般労働者派遣業 [般27-301717]

プライバシーマーク [第20000419(04)号]
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) [IS 564351/ISO 27001:2013]
個人情報保護マネジメントシステム(PIMS)       [PIMS 619525/JIS Q 15001:2006]

Summary of The company会社概要



テキスト

昭和５８年 ６月

昭和６０年 ２月

昭和６３年 ３月

平成 元年 ２月

平成１６年 ４月

平成１７年 ７月

平成１８年 ３月

平成１９年 ４月

平成２２年１１月

平成２５年 ４月

平成２６年 ４月

平成２６年１２月

関西物流情報株式会社 設立 資本金 ５００万円

本社移転 住所：大阪市東区本町２丁目１０番地の１
社名変更 商号：タイムテック株式会社

資本金 ５，０００万円に増資

本社住所の呼称変更（東区・南区の合区のため）
住所：大阪市中央区本町２丁目２番７号

東京都品川区に東京オフィス開設

事業拡大に伴い、本社移転
住所：大阪市中央区南本町１－７－１５

明治安田生命堺筋本町ビル

タイムテックロゴマーク商標登録
（登録第4941263号）

プライバシーマーク取得

情報セキュリティマネジメントシステム 取得

プライバシーマーク更新
認定日 ：平成2５年４月１５日
認定番号：第20000419（０４）号

株式会社ミライトの100％子会社化

情報セキュリティマネジメントシステム
東京オフィスを拡大認証取得
（IS 564351/ISO 27001：2013）へ移行

個人情報保護マネジメントシステム
（PIMS 619525/JIS Q 15001：2006）取得
認定日 ：平成２６年１２月１５日
認定番号 ：PIMS 619525

History of The company沿革



取締役会

管理部
人事/総務/経理

営業推進部

第１ソリューション担当

ビジネスソリューション部

第２ソリューション担当
（東京地区担当）

第３ソリューション担当

第４ソリューション担当
（受託開発・ＩＴサービスソリューション）

Organization Chart組織図

医療プロジェクト担当



大阪本社

〒541-0054
大阪市中央区南本町１丁目７番１５号
明治安田生命堺筋本町ビル１０F

東京オフィス

〒141-0022
東京都品川区東五反田5-28-1
K2ビル5F

ＪＲ山手線：五反田駅東口より徒歩2分
地下鉄都営浅草線：五反田駅A4出口より徒歩1分

至梅田・新大阪 至天六

至難波・なかもず

中央大通り

本町通り

中央線

至動物園前

大阪本社
明治安田生命
堺筋本町ビル10F

御
堂
筋
線

堺
筋
線

堺
筋
本
町
駅

本
町
駅

Information on The base拠点情報

地下鉄堺筋線：堺筋本町駅4番出口前
地下鉄御堂筋線：本町駅下車9番出口徒歩5分

東京オフィス

都営浅草線

桜
田
通
り

山手線

東急池上線

東興ホテル

五反田駅



お客様の幅広いニーズに当社では３つの事業分野でソリューション
を提供致します

Solutions and Services事業展開

業種・業務ソリューション
ＩＴの浸透･進化･多様化など変化するプロジェクトに求められる人材をお客様のご要望に応じ、

サポート致します

ＩＴサービスソリューション
ＩＴ戦略の構築からシステム開発・運用保守迄のＩＴ導入のトータルサービスをご提供致します

モバイルソリューション
いま弊社が最も注力している分野であり、お客様の業務オペレーション改革の企画・提案や

構築を、Ａｎｄｒｏｉｄ携帯をはじめ最新のモバイル技術をもってお手伝い致します。
※ＨＴ（ハンディーターミナル)から携帯電話へのリプレイスに関しては多数のお問合せ、

ご要望を頂いております。

業務・業種

Solutions

業務・業種

Solutions

ITサービス

Solutions

ITサービス

Solutions

モバイル

Solutions

モバイル

Solutions



構築事例）スマートフォンと無線ＬＡＮ技術を活用し、オフィスと作業現場の作業効率化を実現した

スマートフォンを活用した画像付き現場作業管理システム
デジタルカメラで撮影した施工写真を自動でスマートフォン経由でオフィスへリアルタイムに送信。

これによりオフィスでの施工品質・進捗状況がリアルタイムに把握できるようになります。

●オフィス
無線機能付SDカード

Bluetooth

複数の作業現場から随時届く音声や文字による情報を都度、整理する煩雑さから開放され、画像付きで視覚的に
報告を管理する事が可能になります。
※画像閲覧アプリのカスタマイズも可能です。

画像閲覧アプリを使用する事で
以下のような事が実現可能です。
・報告画像の一覧表示
・報告画像詳細の登録、閲覧
・報告詳細のエクスポート機能
・複数現場の報告一括管理

等

■モバイルソリューション構築支援

当社では、ＥＣサービス同様に、お客様の企業戦略に基づいた、
最新のモバイル技術を用いた業務改革オペレーションのご提案
から先進のモバイルソリューションの構築から運用迄をご提供致
します

モバイルソリューション

Solutions and Services事業展開

スマートフォン

●作業現場

カメラから自動送信

指定先に自動送信



モバイルソリューション

Solutions and Services事業展開

スマートフォンを活用した検針システム
水道・ガス等の検針業務をスマートフォンで行います。紙、HT(ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｰﾐﾅﾙ)運用からのﾘﾌﾟﾚｲｽ提案

これにより

● 検針データの受渡しにオフィスまで出向く必要がなくなります。

● 検針指示(場所、ルート)の変更がリアルタイムに行えます。

● オフィスで検針状況をリアルタイムに把握可能になります。

● 現場とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾂｰﾙとして、通話/MailはもとよりGPS位置情報、現場写真の活用ができます。

オフィス

サーバ

検針情報の送信

検針予定の受信

業務アプリ機能

検針画面 ﾒｰﾀ値入力 ﾒｰﾀ値入力後

ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾘﾝﾀ

■モバイルソリューション構築支援

当社では、ＥＣサービス同様に、お客様の企業戦略に基づいた、
最新のモバイル技術を用いた業務改革オペレーションのご提案
から先進のモバイルソリューションの構築から運用迄をご提供致
します

大きなﾃﾝｷｰで
楽々入力

ｘｘｘｘｘｘ　様

今回指針(1/30)

前回指針(12/30)

消費量(31日間)

今回のガス料金

ｘｘｘｘｘ

前月繰越金額

合計請求金額

YY/MMメータ交換。旧999.9㎥=>新999.9㎥

保安点検　　　　　　担当者：たいむ　てっく

ｘｘｘｘｘｘｘ 良
ｘｘｘｘｘｘｘ 良
ｘｘｘｘｘｘｘ 良
ｘｘｘｘｘｘｘ 良
ｘｘｘｘｘｘｘ 良
ｘｘｘｘｘｘｘ 良
ｘｘｘｘｘｘｘ 良
ｘｘｘｘｘｘｘ 良
ｘｘｘｘｘｘｘ 良

連絡事項

請求者情報

7,000円

5.0㎥

6,000円

0円

1,000円

2011年1月30日

検針票兼請求書

20.0㎥

15.0㎥

in
te
rn
e
t

Bluetooth

スマートフォン画面イメージ ※操作は画面をタッチするだけ



スマートフォンを活用した簡易列車管理システム

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝのGPS機能/加速度ｾﾝｻ機能をもちいて列車の位置情報をﾒｰ
ﾙにて送信し、管理端末に列車の位置/遅れ具合等の情報を表示する

◆スマートフォンは電源投入のみの操作で動作

◆一定間隔で位置情報をﾒｰﾙにて自動送信(GPS機能)

◆停止/始動時に位置情報をﾒｰﾙにて自動送信(加速度ｾﾝｻ機能)

Solutions and Services事業展開

モバイルソリューション

■モバイルソリューション構築支援

当社では、ＥＣサービス同様に、お客様の企業戦略に基づいた、
最新のモバイル技術を用いた業務改革オペレーションのご提案
から先進のモバイルソリューションの構築から運用迄をご提供致
します

管理端末で列車の位置/遅
れ具合を把握

電源を入れるのみで、自動で位置
情報をﾒｰﾙ送信



業務例）スマートフォンを利用した小包の配送状況管理システム

スマートフォンを利用したハンディターミナル代替システム
ハンディターミナルを利用したシステムは端末価格が高価なことからシステム構築には大きなコストが

掛かり小規模の事業所にとってはシステム導入がハードルの高いものとなっています。

Android端末＋無線バーコードリーダを利用しハンディターミナル同等の機能を実現することによって

バーコードによる固体識別業務を小さな規模から手軽に低価格でご利用いただけます。

事業展開

配送状況管理システム

集荷、配送の際に荷物のバーコードを元
に配送状況の登録や配送漏れなどの
チェックを行います。

配送済の消し込みや状況確認、配送先
情報などハンディターミナルで実現できる
機能については対応する事が可能です。

配送担当者から送られる報告は拠点にて状況の確認を行えます

配送状況確認 配送者情報 現場報告確認

「スマートフォン」だから実現できるこんな機能！

小包の破損や配達先の状況確認など配
達者からの携帯カメラを利用した写真に
よる状況報告が行えます。

集荷配送報告

現場状況報告 位置情報の活用

ＧＰＳ情報を利用し集荷配送登録を目的
地付近でしか登録できない様にチェック
することで確実な配送管理が行えます。

GPS許容範囲外なのでエラー！

Solutions and Services

許容範囲



注文受付から宅配完了までを完全サポート！

◆注文状況・宅配状況が分かる一覧画面を搭載

◆速報レベルで、当日の売上を閲覧可

◆タッチパネルで簡単操作

◆土地勘がなくても、顧客先までルート表示可能

飲食店向け宅配支援システム

Solutions and Services

顧客先までのﾙｰﾄ表示も可能

※ 顧客情報はネット上で管理。紛失時、情報漏洩の恐れはありません。

注文から宅配完了まで
工程管理が可能

タイムテック株式会社

注文内容を印字

事業展開

宅配先・地図等の情報を入手


