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ご挨拶 History

会社概要 Company overview

会社名

代表取締役

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

加盟団体

取引銀行

事業内容

アイティ・ネクスト株式会社

高木　裕幸

名古屋市中川区尾頭橋4-13-7 ビジネスインキュベータ 5F

052-265-7318

052-265-7319

名古屋商工会議所・中部アイティ協同組合

三菱東京UFJ銀行・十六銀行・日本政策金融公庫

1. コンピュータに付随するデータ入力及びデータ処理

2. コンピュータシステムの企画、開発、販売及び保守

3. ソフトウェア業

4. コンピュータ及び周辺機器の販売、保守

　景気の先行きに不透明感があるなか、情報技術の進展はめまぐるしく、情報技術をめぐる環境変化が激しさ
を増しています。企業が適切なIT投資を行うには、将来の利用可能となる重要な技術の動向を予測して技術
戦略を立案することの重要性が高まっております。弊社の主要取引先である製造・流通業のお客様は

・海外シフトによるコスト削減を実現する企業
・国内での付加価値製品製造にシフトする企業
・資源集約化等、多様化しています

　この様な中、コンピューターメーカーはクラウドコンピューティングの推進（インフラ提供に徹している）大手IT
各社も皆、新たな形を模索しており、益々業界再編が進んでおります。この時に弊社のこれまでの経験、チャネ
ル、強みを生かし

・お客様に密着し、的確な解決策を総合的に示せる
・提携先とともに提案できる力がある
・複数チャネル・商材を組み合わせて最善の提案が出来る
　『IT専門商社』『お客様(企業)のかかりつけ病院』への一歩とし、お客様の課題解決に求められる新たな進
化に貢献出来ると考えております。
皆様の暖かいご支援を、今後ともお願い申し上ます。

Network

Hardware

Software
代表取締役 髙木 裕幸



Solution TOOL ソリューションＴＯＯＬ

STEEL sales
 management templateSTEEL加工販売管理テンプレート

① 鉄鋼（管工機材）にかかわる、多様な品種及び取引形態に対応
② 鉄鋼（管工機材）独特のきめ細かい在庫管理を実現
③ 加工処理が標準装備
④ 容易な操作機能を多数用意

鉄鋼（管工機材）に特化した販売管理モデル・テンプレート

会計インターフェース
経営分析

加工管理

在庫管理

売掛管理

受注管理

売上管理

買掛管理

発注管理

仕入管理

Ｗｅｂ販売(Net RICOH)
　お客様のビジネスに必要な物を必要な時に
迅速にお届け(全国ネット・２４時間受付)

Operation/Maintenance運用/保守 Ｗｅｂ販売ビジネスモデル

定期ミーティング
　　１回/月 以上
定期訪問　
　　１回/月 以上

IBM 他
ハードウェアー
ソフトウェアー
サポート協力会社

サポート・
パートナー

障害・相談 対応

ネットワークによるサポート
障害時の迅速な対応

障害対応 訪問

配送

コンセプト Concept

経営理念 Management concept

ビジョン Vision

CSR基本理念 CSR basic philosophy

行動規範 Concept

経営理念 / ビジョン Management concept / Vision

開発/運用/保守のトータルサポート対応
①社員の現有スキル提供
②協業企業（RICOH・新日鉄系・・・）各種ハード保守、全国展開企業への対応

①NETRICOHによるサプライ販売
②Salesforce.comによるお客様取引先情報管理の提供

インターネットを活用したビジネス展開

経営コンサル～運用保守/保守までの
トータル提案が出来る協業体制

①商品 ： STEEL T/P FA I/F METAL
②スキル ： 鉄鋼 / 流通 / 物流

鉄鋼/製造/流通に特化

4つの強み

選択と
集中

ポイントに注力し、
選択と集中による事業展開

IT事業領域 IT domain identity

コンサルテーション
カスタマイゼーション

サービス

標準的サービス

・ 既存資産の保護
・ 既存資産の従量性
・ 初期導入時間の短縮
・ Low Cost

・ 高効率化追求
・ セキュリティー＆プライバシー強化
　 高可用性提供
　 耐監査性追求

・ サービス提供者データ
  センター設置
・ リソースを全体で共有

・ お客様に機器を設置
・ お客様がアクセス管理
・ 事業継続、保守

プライベートクラウド パブリッククラウド

利便性向上

コスト削減

お客様のビジネスモデル
戦略により有機的な連携を提案

連携企業 

適材適所のバランスを考え
全体最適化を提案実現基幹業務/コア ITインフラ

受　注

請求書 納品書

入荷予定 工程エフ 工程カード

売　上 出　荷 検　査

ユーザー

商　社

素材メーカー

営業倉庫

製  造販  売

素材検収

熱  処  理

工程受入

伸　線

酸　洗

秤　量

障害発生時の即時対応
定期ミーティングによる問題・
課題の吸い上げ
定期訪問により情報発信

STEEL template鉄鋼テンプレート

① 販売から製造までの一貫した情報の流れを確立   
→トレーサビリティーの実現

② 中間製品の在庫管理が可能
③ 工程への作業指示をペーパーレス化
④ 一元管理された情報により各種データ分析が可能  
→迅速な経営判断を支援

鉄鋼業界に特化した基幹業務テンプレート

弊社が目指すIT専門企業とは About IT specialized company
 which our company aims at

お客様とともに
明日を創る
Ｓ/Ｗ・Ｈ/Ｗ・Ｎ/Ｗなど
トータルでの最適を診断

Ｉ Ｔ で健康維持
　習慣(経営計画)
　定期健診(経営指標)

ソリューションを
　処方(提案)
　治療(開発)
　健康管理(保守)

電子化・ドキュメント

セキュリティ・内部統制
ネットワーク

運用・保守サービス

SI事業

お客様

１． CS NO.1　カンパニー
２． お互いを尊重し、ともに成長
３． 高い目標へのあくなきチャレンジ

　コンプライアンスの遵守と企業市民を目指し、
社会および環境の調和を図ります。

『お客様視点での考えができる』・
『スピード』・『特化した技術修得』。

　これまで培ってきた経験・スキルを結集し価値をも
たらす提案を行い、ソリューション提案から保守に至
るまでの一貫したサービスをお届けしてお客様から
信頼され・頼りにされ・任されるベストパートナーに。

信頼のカンパニー

経営支援
事業継続
支援

コスト削減
提案


