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すべてはお客様に

満足をご提供するために。

弊社はレガシィーシステムから最新情報技術まで幅広く技術を活用できるIT技術者集団です。
各種システム開発、保守、Webサイトデザイン作成まで幅広くご要望にお応えしています。
御社のご案件を最大限に支援させていただきます。

TBTソリューションズとして

企業活動に最高のサービス提供を

常に最新技術を取り入れたサービス提供を行い、
お客様に最高のサービスを提供し続けます。

社員に対して

自分のことはやってあたりまえ。みんなの為に少しづつ出来ることからはじめよう。

社会貢献

私たちは、社会に役立つ存在価値を創造し、心豊かな社会創りに尽力します。



サービス＆ソリューション
Service and Solution

TBTでは、お客様が必要とされる要求に応えるために、様々な視点から、最適な
サービスをご提供します。

弊社は、問題解決への取り組みを、お客様と共にアプローチし、
確実な問題解決を図る事を目的としたソリューション営業体制を用意しております。

弊社は、システムエンジニアリングサー
ビスを通じてお客様に最大の技術力を提
供いたします。

大規模システムのSI、SO経験者が弊社に
は人財としておりますので、満足のゆく
サービスを提供することが可能です。

弊社は、お客様が抱えるシステム課題、業務改善課題、潜在化問題へのアプローチ
に対してお客様に見合うソリューションの提案ではなく、

「お客様に見合うソリューションの構築」これを
TBTでは技術力やクラウド(ASP、SaaS)といた様々な手法を用いて実現することが
可能です。

システム
エンジニアリング
サービス

ソリューション営業

ICTソリューション
サービス



システムエンジニアリングサービス
System Engineering Service(SES)

TBTソリューションズでは、システム開発に関するビジネスパートナーとして多種多様の
支援をさせて頂く用意が出来ております。

ビジネスパートナーとして

現在、御社が抱えているもない（技術者不足、費用に対するパフォーマンスの悪さなど）
に対して弊社とパートナーシップを結び、問題解決のご支援をさせて頂き、共にビジネス
チャンスを広め、双方にメリットのある最高の関係を築いていきたいと考えております。

プロジェクト・マネージャー
プロジェクト・リーダー

システムエンジニア
システムコンサルタント
業務システムエンジニア

金融

通信

製造

流通

販売

電力

交通

医療

アプリケーションスペシャリスト
データベーススペシャリスト

システムアキテクト
オープン系

WEB系

汎用系

制御系

インフラエンジニア
サーバエンジニア
ネットワークエンジニア
クラウドインフラエンジニア

Linux/Aix/Windows

L2／L3

Apache/Tomcat
MySQL/Oracle

AWS/Esxi/Azure/GCP

オペレーター
保守エンジニア

運用 / 保守

オペレーション

システム監視

システム運用

運用管理

プログラムエンジニア
テスター

プログラマー・テスター

C#／VB
Java／python
PHP

COBOL

C／C++
アセンブラ／python



運用監視トータルソリューション
Operation and monitoring Total Solution

多くの導入実績に基づいたAWS導入要件ヒアリングから設計、構築、移行まで一貫し
たサービスを豊富な運用監視実績をもとに、お客さまの「安心」を提供します。

− 有 人 監 視 サ ー ビ ス を 提 供 −

AWS監視運用
必要な要素を選択し、最適で無駄のない運用監視サービスを提供いたします。

サービス継続を考慮した監視設計
単純に各サーバやアプリケーションが正常に動作しているだけでなく、システムで提供している
サービスが正常であるかを監視することを目的に、監視設計を行います。

お客様要件に合わせた監視実装
システムの特性にあわせた監視を実装いたします。標準には存在しない特殊な監視対象について
は作り込みにより、問題を確実に検知いたします。

問題解決のための技術と人材
運用業務はあらかじめ準備した手順では、十分に対応出来ない場合がございます。
サービスへの影響度や、緊急度に応じて、エンジニアによる復旧支援対応を実施いたします。

サービス継続を考慮した運用サービス
お客様担当の専任担当者をアサインすることにより必要な運用サービスを提供いたします。

クラウドの運用ナレッジ
インフラ構築・運用監視において蓄積した運用ナレッジによって質の高い監視サービスを実現い
たします。





会社概要
Company Prefilter

会社名
株式会社TBTソリューションズ

会社設立
2010年1月

資本金
10,000,000円

役員一覧
代表取締役社⻑：⽥端 敏一
取締役：齋藤 信栄
執行役員：⻄村 宏樹

顧問
弁護士 高瀬芳明
社会保険労務士 鈴木道士
社会保険労務士 安藤佑弥
税理士 石橋琢磨

取引銀行
三菱ＵＦＪ銀行 橋本支店
みずほ銀行 橋本支店
きらぼし銀行 橋本支店

各種許認可
プライバシーマーク 認定番号：22000281(03)

加盟団体
全国健康保険協会 神奈川支部
一般社団法人ソフトウェア協会
（Software Association of Japan）

事業内容
業務・WEBシステム開発
運用監視オペレーションセンターの運営
CDataSoftwareの販売及び、インテグレーションサービス
AWSインフラ構築サービス
OpenCMS導入支援、構築、運用保守サービス
Wikiツリーサービスの提供
Webデザイン制作(イラスト、ゲームキャラクタ)
システムエンジニアリングサービス
システムコンサル業務
オンプレシステム基盤構築・運用

関連会社
株式会社earth & one architect
株式会社SAN CUBE
株式会社Ree

相模原オフィス
〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本2丁目3-22大雄地所本社ビル3階
TEL：042-703-7260 (直) ／ 042-703-5615(IT支援部門)
FAX：042-703-7262 橋本駅南口より徒歩１分

本社
〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本1丁目3番16号ハウスディライト2階
TEL：042-703-3072(管理部門)
FAX：042-703-5626 橋本駅南口より徒歩８分

アクセス Access



沿革
History

2023年 2月 横浜オフィスを正式に開設
café Bellflower 横浜吉野町に新規オープン

2023年 1月 異業種分野(アフタヌーンティーカフェ)における新規事業、会社設立のご案内
株式会社 Ree

2021年 4月 弊社社員「JUIDA認定無人航空機技術／安全運航管理者」証明書を取得
2021年 3月 TBT本社移転（登記移転含）

相模原オフィス（旧相模原事業所名称を変更）移転
2021年 1月 八王子オフィスを正式に開設
2020年12月 YouTubeチャンネル開設
2020年10月 中核事業における戦略的子会社設立のご案内

株式会社 earth & one architect

株式会社 SAN CUBE

2020年 1月 東京オフィスを正式に開設
2019年11月 東京オフィスをプレオープン
2018年11月 クラウド運用監視トータルソリューションサービス開始のお知らせ
2018年 7月 プライバシーマーク取得
2018年 4月 相模原事業所を開設

システム開発・新技術発信の拠点の橋本システムセンターと
相模原営業所を統合し拠点名称を変更

2017年 9月 Cdata Software Japan, Incとインテグレーションパートナー契約を締結
2016年 7月 システム開発・新技術発信の拠点として橋本システムセンターを開設

橋本支店を相模原営業所に名称変更
2011年 8月 橋本支店を開設
2010年 1月 創業



組織図
Organization Chart

TBTソリューションズ
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金融系、銀行、信金
SES・システム開発請負

株式会社SAN CUBE 24時間365日のシステム運用と営業体制
を主軸に あらゆるニーズに対応するソリ
ューションをご提供

グループ経営監査部 監査課
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https://www.tbt-s.jp




