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会社概要 

商号 月電ソフトウェア株式会社 
 
資本金 2600万円 
 
設立 1989年3月 
 
社員数 1３０名  
 
役員 代表取締役名誉会長 半澤 信彌 
 代表取締役会長 伊東 純一 
 代表取締役社長 半澤 次郎 
 副社長                    増田 宏治 
 取締役  浅倉 誠一 
 取締役  蛭田 純 

商号 TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS, INC 
     （略称：TGSI） 
資本金 1500万ペソ 
 
設立 1990年5月 
 
社員数 350名 
  
役員 代表取締役会長 半澤 次郎 
 社長  増田 宏治 
 副社長  M.Anson 
 取締役  蛭田 純 
  
 

月電ソフトウェア株式会社 



事業拠点 

〒960-8151 
  福島県福島市太平寺字沖高 
  68番地 
    TEL：024-539-8400 
    FAX：024-539-8399 

福島本社  

〒448-0027 
 愛知県刈谷市相生町2-29  
 K-front2 3F 
  TEL：0566-28-4582 
  FAX：0566-28-4583 

刈谷事務所 

東京営業所 

〒104-0031 
 東京都中央区京橋３－９－７ 
 京橋鈴木ビル７F 
   TEL：03-3535-6262 
   FAX：03-3535-6261 

21F One Corporate Center, Julia Vargas Ave., corner Meralco Ave.,  
Ortigas Center, Pasig City 1605 Philippines 
   TEL：(+63-2) 477-8474 
 FAX：(+63-2) 477-6643 

Tsukiden Global Solutions, Inc. 

月電ソフトウェア株式会社 



沿革 

1989年 3月  月電ソフトウェア株式会社設立 

1990年 5月  Tsukiden Software Philippines, Inc.設立 

2001年 10月  東京事務所設立(2003年9月東京事業所移転) 

2007年 9月  刈谷事務所設立 

2010年 8月  Tsukiden Global Solutions, Inc. に社名変更 

月電ソフトウェア株式会社 



月電ソフトウェア株式会社 

これまでの事業と今後 

通信キャリア様向け 
ＭＣシステム 

プロトコル 
擬似システム 
（シミュレータ） 

シナリオツール 

XX社 社内システム 

簡易システム 

リスク小システム 

自動車向け組込みシステム 

セキュリティシステム 

事
業
規
模 

事
例 

・週報管理 
・進捗管理 

・電話交換機擬似呼装置 
・Webカスタマーコントローラ 
・2.5G 携帯HMI開発・評価 

・電話会議料金システム 
・組込みシステム評価 
・電子署名自動発行システム 

 1990  1992  1994  1996  1998    2000    2002  2004   2006   2008 2010  2012  2013 

組込みシステム 

基幹系通信システム 

プリンタF/W 

ASICデザイン 

・レーザー複合プリンター 
  Ｆ/Ｗ開発 
・プリンターエンジン 
  コントローラー 
・ＡＳＩＣ開発 

小規模開発 



会社構成 

月電ソフトウェア株式会社 

増田副社長 

FAST-BU 
浅倉取締役 

OFFSHORE-BU 
蛭田取締役  

TGSI-BU 
蛭田取締役 

管理本部 
村井GM 

仙台・東京地区 刈谷地区 フィリピン 

・通信ソフトウエア開発 
・通信オフショア業務 

・車載オフショア業務 
・車載システム開発 

・TGSIオフショア全般 

福島地区 東京地区 

・LSI開発 
・アプリケーション開発 

・組込オフショア業務 

月電ソフトウエア 
半澤代表取締役社長 

1st-BU 2nd-BU 3rd-BU 4th-BU 5th-BU 6th-BU 営業 HR FINANCE 

横尾GM 杉本GM 小西GM 横尾GM 割貝GM 

通信全般 
(携帯含) 

比国内 電子 

静的検査 

電子 

単体検査 

EHV 

検査業務 

東京地区 

組込全般 
比営業 人事 経理 

TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS INC. 
半澤会長・増田社長・アンソン副社長・蛭田取締役 



弊社の強み 

通信インフラサービス開発 

組込ソフト開発・評価 携帯端末アプリ開発 

工場等向けアプリ開発 

これまで培った豊富な経験から生まれた強みが、 
4つのエリアで発揮してお客様へ貢献致します。 

TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS, INC 



 
 

          
     NGN 

Aさんのオフィス Aさんの自宅 

Ｂさんのオフィス 

屋外（３Ｇ／ＬＴＥ） 

ビデオ通話 

ビデオ通話 

音声 

音声 

映像 

映像 

ネットワークサーバ群 
（①～⑤） 

音声 
（３Ｇ） 

映像 
（ＬＴＥ） 

サービス制御信号 

【当社の開発した製品が身近なネットワーク通信で活躍しています】 

①ネットワークサーバ向けデータ生成支援システム、②音声蓄積システム（留守番電話） 
③プリペイド式携帯電話システム、④Push-to-talk、⑤多地点電話会議システム 

開発実績 

通信インフラサービス開発 

TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS, INC 

ＰＣ・固定電話・スマホ等を利用した音声通話・ビデオ通話・チャット等のネットワーク通信を実現
するには、複数のネットワークサーバ間のサービス制御信号のやりとりが必要となり、当社が開発し
たネットワークサーブ群の製品が目に見えないところで活躍しております。 

 



TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS, INC 

組込ソフト評価・開発（車載向け） 

【国産車両メーカー様向け GAS/ディーゼル/EHV車のECU開発に貢献しています】 

【主な担当領域】 
 エンジン制御機能 
 故障診断機能 
 トランスミッション制御機能 

エンジンコントロールユニット開発 

【次世代クラウド型デジタルタコグラフシステム等の開発を行っています】 

【主な担当領域】 
 モーター制御機能 
 インバータ制御機能 
 ⇒バッテリ（直流電圧）とモータ（交流電圧）変換 

ハイブリッド車開発 

業務用車両 

・速度/距離/時間 
・車両情報 
・運行情報 

DCM車載機 モバイル 
通信網 
（FOMA） 

業務連携サーバー 

インターネット 

各種アプリケーション 

運
転
日
報 

運
転 
経
路 

車載機ソフトウェア開発 



TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS, INC 

携帯端末アプリ開発 

ボイス・コンフェレンス・プラス 

Inser

t 

texts 

Dra

w 

Put 

stick

ers 

Make Your own Memo Pad 

技術経験 

・iOS (Augmented Reality） 
    GPS、ジャイロスコープ、 ディジタルコンパスセンサー対応 
 

・ANDROID 
   →4.4版まで開発できる 
 →メディアサーバーがBigBlueButton(BBB) 
 →通知サービスがXMPPプロトコル、Openfire、Asmack 
 →RESTサービスに接続ためにHTTPクライアントを使う 
 →カメラ接続のためUSBホストAPIを使う 



TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS, INC 

工場等向けアプリ開発 

 Webベースのソフトウェア 

 マルチユーザー操作 

 簡単なユーザアクセスレベル設定 

 ユーザのアクセス制限は、詳細に設定可能 

 電子メール通知 

 ExcelまたはPDFへのレポート出力 

 マルチシフト24時間365日のオペレーショ

ンをサポート 

 英語・日本語切り替え表示(ラベル) 

 お知らせ、ニュース等の掲示 

 簡単な表示設定（ラベル、メニュー、 

       レポート） 

MyHRBuddyのモジュール別機能 



追加資料：オフショアソリューション 

お客様本社 

・現地に適したプロセスの構築とインプリから開始 
・開発作業をお客様子会社様構内で弊社が担当 

 日本人駐在員１～２名 
 経営・業務計画・リソース管理 

現地エンジニア 

現地エンジニア 

現地リーダ 

現地エンジニア 

日本人BSE 

・ ・ ・ 

・開発実行（ＱＣＤ含む） 
・リソース調達 
・セキュリティ管理 

弊社トップマネジメント 

リソースの 
流動性 

連携 

＜作業切り出し業務＞ 
23年のオフショア経験と長期駐在経験を踏まえ、開発効率を 
上げるために、お客様の日本での仕組み・プロセスを追加・ 
改善して現地向けに再構築 

日本人BSE 日本人BSE 

現地エンジニア 

現地リーダ 

日本人BSE 

現地リーダ 

日本人BSE 

現地エンジニア 現地エンジニア 

現地エンジニア 現地エンジニア 

日本人エンジニア 日本人BSE 日本人BSE お客様SE 
（出向） 

日本人BSE 

日本人エンジニア 

お客様現地法人（クリーンルーム） 

お客様が最小リスクでオフショア開発を成功するよう、貢献致します。 

TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS, INC 



TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS, INC 

ブリッジSEとして経験を積んだ日本人・フィリピン 
人のエンジニアが海外展開に必要なバイリンガルの 
専門家とスタッフの育成を支援します。 
 
● サービス内容 

   １．ビジネス英語支援サービス 

   ２．オフショアビジネスマネージメント育成サービス 

   ３．テクニカルスキル育成サービス 

   ４．中長期滞在各サポート（ホテル・コンドミニアム） 

 

● メリットとなるフィリピンの背景 

   １．英語人口は世界第3位 

   ２．費用は欧米の半分以下 

   ３．強固な英語教育地盤 

     （昨年年間1２万人以上の韓国人英語留学人口） 

     （対して日本人留学生人口は年間約1800名） 

   ４．ほぼ時差無しの地理的好条件 

 

 

追加資料：グローバル人材育成 

グローバル人材育成サービスを提供致します。 



TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS, INC 

なぜ月電グローバルソリューションなのか 

理由及び認証 

・ ２５年間のフィリピンでのオフショア開発で培った多種多様なノウハウと実績がある 

・ 従業員の離職率が低い（平均：１０～１５％程度） 

・ 以下の受賞実績があり、従業員のスキル向上活動、雇用が安定している 

  ① ITSS開拓者（ IPA 独立行政法人 情報処理推進機構より） 

  ②最良の雇用者賞（Social Security System Philippinesより） 

  ③最良のITサービス・プロバイダー（Central Bank of the Philippinesより） 

・ 2003年：ISO14001（環境マネジメント）認証取得 

・ 2010年：ISO20071（情報ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）認証取得 

・ 2010年： CMMIレベル３取得 



TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS, INC 

問い合わせ 

 

 

連絡情報 

 

 
ご確認事項が御座いましたら以下のウェブサイトの確認をお願い申し上げます。 

  URL :  http://www.tsukiden.co.jp  (JPN) 

  URL :  http://www.tspi.com.ph      (PHIL) 

 

又、具体的な確認事項であれば顧客様からメールを頂ければご対応致します。 

  EMAIL : info@tsukiden.co.jp 

  EMAIL : marketing@tspi.com.ph 

 

http://www.tsukiden.co.jp/
http://www.tspi.com.ph/
mailto:info@tsukiden.co.jp
mailto:marketing@tspi.com.ph


ありがとうございました。 

TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS, INC 


