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月電ソフトウェア株式会社 

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 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 
 代表取締役副社長 増田 宏治 
 取締役  浅倉 誠一 
 取締役  蛭田 純 
 執行役員  菊田 勝司 
 監査役  菅野 茂夫 

 
所在地 
 本 社 福島県福島市大平寺沖高68 
 営業所 東京都中央区京橋3-9-7 鈴木ビル7F 
 事業所 愛知県刈谷市相生町2-29 k-Front2・3F
   
 
 
 
 

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 3８0名 
  
役 員 代表取締役会長 半澤 次郎 
 取締役社長  増田 宏治 
 副社長  M.Anson 
 副社長  蛭田 純 

 
所在地 21F One Corporate Center, Julia Vargas 
 corner Meralco ave., Ortigad Center,  
 Pasig City, 1605 Philippines 

 
沿 革 
 １９８９年 ３月 月電ソフトウエア株式会社設立 
 １９９０年 ５月 Tsukiden Software Philippines Inc.設立 
 ２００１年１０月 東京営業所設立（２０１３年２月移転） 
 ２００３年 ８月 ISO１４００１認証取得 
 ２００７年 ９月 刈谷事務所設立 
 ２０１０年 ３月 ISO２００７１認証取得 
 ２０１０年 ６月 CMMIレベル３取得（TGSI） 
 ２０１０年 ８月 Tsukiden Global Solution Inc.に社名変更 
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通信インフラサービス開発 
※65名→85名 

組込（車載）開発・評価 
※２２０名→３００名 

携帯端末開発 
※15名 

業務ソフト開発 
※６０名→１００名 

月電ソフトウェア株式会社 

月電グループでは、通信・組込・業務・携帯の４分野で、更なる技術向上を目指すとともに、グ
ローバル化の推進を加速化させるべく、フィリピンとの連携を強化し、ソフトウェア開発を実施し
ています。 
※オフショア拡大のため、２０１５年末のTGSI５００名体制の実現に向け取組んでおります。 

受注 仕様検討 設計 製造 試験 納品 維持管理 【日本】 

製造 試験 設計 【フィリピン】 
開発内容に応じて、一部の工程を 
海外部隊が担当して効率化 
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事業領域 



会社構成 

月電ソフトウェア株式会社 

増田代表取締役副社長 

FAST-BU 
浅倉取締役 

FAST(TOKYO)-BU 
菊田執行役員 

OFFSHORE-BU 
蛭田取締役  

管理本部 
村井GM 

仙台・福島地区（約４０名） 東京地区（約２０名） 東京・刈谷地区（約３０名） 

・通信インフラサービス開発 
・業務ソフト開発 
・オフショア開発 
・東北圏営業 

・通信インフラサービス開発 
・首都圏営業 

・組込・車載ソフト開発 
・携帯端末開発 
・オフショア開発 
・中部地区営業 

月電ソフトウエア 
半澤代表取締役社長 

TSUKIDEN GLOBAL SOLUTIONS INC. 
半澤会長・増田社長・アンソン副社長・蛭田副社長 
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1st-BU 2nd-BU 3rd-BU 4th-BU 5th-BU ADMIN 

横尾GM 杉本GM 小西GM 割貝GM 

SEM SEM SEM SEM GM EVP 

日本人M 日本人M 日本人M 日本人M 日本人M － － － 

BSE４名 BSE２名 BSE４名 BSE４名 BSE１名 BSE１名 

約８０名 約６０名 約９０名 約９０名 約４０名 約１０名 約１０名 

通信携帯 
組込開発 

業務開発 車載検査・開発 
NOC 
SQA 

総務 
経理 

営業 



オフショアの開発体制 

要求定義 

発注 

打合せ 

お客様 

レビュー 

開発計画 

規模・工数見積 

体制確立 

内部レビュー 

スケジュール 

グループ内レビュー 

全体管理 作業管理 

設計 

試験 

製造 
状況確認 定例会 進捗管理 

レビュー 

レビュー 

レビュー 

納入前内部検収 

受入試験・グループ内検収 

納入・お客様検収 

運用 問題管理 問題解決 

（ブリッジSE） （現地エンジニア） （ブリッジSE） 

案件説明 

進捗管理 

顧客要件をより柔軟に対応することを前提に、CMMIレベル３で定めているプロセスの規定
に従い、以下のフェーズで製品を開発しています。 
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http://www.p-alpha.co.jp/flag/asia/singl/asia_ph.html
http://www.p-alpha.co.jp/flag/asia/singl/asia_jp.html


月電ソフトウェア株式会社 

通信インフラサービス開発 

当社は２０年以上に渡り、固定・携帯電話
ネットワーク、及びその周辺装置の開発に 
参加してきました。 
その中で、いち早くIPを基盤とした製品の 
開発に携わり、技術を蓄積してきました。 
 
現在、通信インフラ変革期を迎え、次世代
ネットワーク構築プロジェクトに参加し、 
各種ネットワークサービスの開発を行って 
おります。 
 （※）IP：Internet Protocol 

・電話交換機向け局データ生成システム 
・音声蓄積システム（留守番電話） 
・プリペイド式携帯電話システム 
・Push-to-talk over Cellular／ 
                        Wireless（PoC／W） 
・多地点電話会議システム 
・VoLTEの開発 

開発実績 

・UNIX(Solaris, HP／UX) 
・Linux(Redhat, キャリアグレード) 
・C／C++     ・Java      ・Oracle 
・各種通信プロトコル 
 SIP／Diameter／RADIUS／MEGACO 

保有スキル 

電
話 

映
配
信
像 

デ
ー
タ
通
信 

NGN 
電話+映像配信+データ通信 

現在のネットワーク 次世代ネットワーク 

メタル 
DSL/ 
Cable 

移動網 
3G/ 
S-3G 

無線 
Wi-Fi/ 
WIMAX 

光 
FTTH 

メタル 
DSL/ 
Cable 

移動網 
3G/ 
S-3G 

無線 
Wi-Fi/ 
WIMAX 

光 
FTTH 

アクセス方式に依らず同一サービスが利用可能 

情報通信技術の急速な発展に、ネットワークソフトウエア開発を通じて貢献します。 
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月電ソフトウェア株式会社 

組込ソフト評価・開発（車載向け） 

【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 

【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 

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。 

放送受信機系オフショア開発としてTVチューナーボックス（STB)開発を行っています。 

地上デジタル放送の受信を行い。画像データを 
外部TV等へ出力する。 ※STB：Set Top Box 

チップセット依存API 
ドライバ 

地デジチューナー用チップセット 

担
当
部
分 

Middle ware 

GUI 

OSとしてLinuxをベースとし、提供されたAPIを 
介してH/Wを制御するプログラムを設計･製造。 

APPL 

LINUX 

H/W 
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月電ソフトウェア株式会社 

業務アプリ開発(ERP)と携帯端末アプリ 

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 
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ご参考：グローバル人材研修 
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サービス内容 メリット 

１．ビジネス英語支援サービス 

２．オフショア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．滞在サポート（ホテル・コンドミニアム） 

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 

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。 

日程 午前 午後 

２０１４年９月２１日（日） 日本より移動 
ホテルチェックイン・オリエンテーション 
CASECテストの実施（研修前） 

２０１４年９月２２日（月） 
英語講師によるコースイントロダクション 
CASECレビューと基礎英語の確認 

フィリピン グローバルビジネス視察 
・BPO協会・ソフトウエア協会・コールセンタ 

２０１４年９月２３日（火） Session 1: タスクアサインメント Session 2: 報告、連絡、相談 

２０１４年９月２４日（水） Session 3: 叱る、誉める、励ます、感謝する Session 4: コーチング、アドバイス 

２０１４年９月２５日（木） Session 5: ドキュメント理解 Session 6: メールコミュニケーション 

２０１４年９月２６日（金） Session 7: インタビュー 
Session 8: プレゼンテーション 
CASECテスト（研修後・６０～１６５点UP） 

２０１４年９月２７日（土） ホテルチェックアウト 日本へ帰国 

御社にご利用頂いたカリキュラム（３名様） 
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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

