
北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

北海道
北海道

住所
Tel 
E-mail

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL https://www.kccs.co.jp/
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1丁目6-5  5F
011-209-3010

http://www.dosanko.co.jp/ 

http://www.its-sap.co.jp/ 

札幌営業所　文教・医療営業課

011-261-6522
公共ビジネス本部

営業本部

hid-health@dosanko.co.jp

iryou@hdc.lilac.co.jp

fumihiro-matsui@kccs.co.jp

yoshiyoshi@medisoft.co.jp
http://www.medisoft.co.jp/ 

株式会社メディソフト

〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西12 ベルックス北5ビル
011-261-1451

アイ・ティ・エス株式会社

https://hdcweb.lilac.co.jp/

011-272-8211
システム統括本部　医療プロジェクト

株式会社HDC 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西10-2 南1条道銀ビル

営業部 ヘルスケア営業 toiawase@its-sap.co.jp

株式会社エイチ・アイ・ディ 〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西2-10-2 札幌HSビル

〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西14-1-5
011-272-3320

診療所様向けクラウド型電子カルテシステム HOPE LifeMark-SX Cloud取扱販売会社一覧
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東北
青森県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
岩手県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
宮城県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
秋田県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る

https://www.kccs.co.jp/
株式会社シグマソリューションズ 〒030-0131 青森県青森市問屋町2-12-33

017-738-8935

株式会社シグマソリューションズ

営業統括本部 青森支店 ikadev@sigma-sol.co.jp
http://www.sigma-sol.co.jp/ 

022-65-7747
仙台営業所

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区1番町1-1-31 山口ビル3階

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区1番町1-1-31 山口ビル3階

〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ5-7-46
019-645-9710

営業統括本部 盛岡営業所 ikadev@sigma-sol.co.jp

022-65-7747
仙台営業所

https://www.kccs.co.jp/

022-65-7747
仙台営業所

022-65-7747
仙台営業所

https://www.kccs.co.jp/

http://www.sigma-sol.co.jp/
株式会社システムベース 〒024-0004 岩手県北上市村崎野19地割116-4

0197-71-1111

022-262-2796
東北支店 maki.shu@solekia.co.jp

https://www.solekia.com/

医療システム部 iryou@systembase.co.jp
http://www.systembase.co.jp/ 

ソレキア株式会社 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ11階

ソレキア株式会社 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ11階
022-262-2796

東北支店 maki.shu@solekia.co.jp
https://www.solekia.com/

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区1番町1-1-31 山口ビル3階

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区1番町1-1-31 山口ビル3階

http://www.sigma-sol.co.jp/

株式会社シグマソリューションズ 〒010-8564 秋田県秋田市卸町3-4-1
018-864-1561

営業統括本部 秋田支店 ikadev@sigma-sol.co.jp

https://www.kccs.co.jp/
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山形県
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
福島県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る

仙台営業所
https://www.kccs.co.jp/

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区1番町1-1-31 山口ビル3階
022-65-7747

株式会社東日本計算センター 〒970-8026　福島県いわき市平字研町２
0246-37-0560

公共・地域ITS事業部　医療ソリューション部 info-medical@eac-inc.co.jp

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区1番町1-1-31 山口ビル3階
022-65-7747

仙台営業所
https://www.kccs.co.jp/

029-855-7739

株式会社エフコム 〒963-8520 福島県郡山市堤下町13-8 エディソン・エフコムビル
024-922-2660

ビジネスソリューション部メディカル課
http://www.sekisho.co.jp/

営業本部　医療営業部 i-sales@f-com.co.jp
http://www.f-com.co.jp/

関彰商事株式会社 〒305-8515 茨城県つくば市東新井12-2

https://www.eac-inc.co.jp/
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関東
東京都

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
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URL
住所
Tel 
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URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
神奈川県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL

株式会社医療情報システム 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3番10号　NB日本橋ビル2F
03-6667-0784

03-5689-9711
ヘルスケア第二営業部 info2021@ncom.jp

https://ncom.jp/

第二ソリューション本部　東京支店
https://canon.jp/corporate/group/its-medical

キヤノンITSメディカル株式会社 〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
03-6701-3615
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429

関彰商事株式会社 〒305-8515 茨城県つくば市東新井12-2
029-855-7739

ビジネスソリューション部メディカル課

東京営業所 ijs-kanri@iryojoho.co.jp
https://www.iryojoho.jp/#

株式会社エヌコム 〒113-0033　東京都文京区本郷1-28-10本郷TKビル5F

ヘルスケア営業統括部　第1営業部 fhoshino@solekia.co.jp
https://www.solekia.com/

株式会社高崎共同計算センター 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町936-20

http://www.sekisho.co.jp/
ソレキア株式会社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル8階

03-5289-4100

都築電気株式会社 〒105-8665　東京都港区新橋6-19-15　東京美術俱楽部ビル
050-3684-8358

ヘルスケア営業統括部　第一営業部 webinfo@tsuzuki.co.jp

027-381-8680
営業部　システム営業課 its-hsales@tkcc-jp.com

http://www.tkcc.net/

https://www.tsuzuki.co.jp/
株式会社テクトロン 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-14-4

03-5957-5151

株式会社医療情報システム 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3番10号　NB日本橋ビル2F
03-6667-0784

東京営業所 ijs-kanri@iryojoho.co.jp

03-3206-1788
カスタマーサービス事業部 医療システム部 healthcare@densan-s.co.jp

https://www.densan-s.co.jp  

https://www.iryojoho.jp/#
株式会社エヌコム 〒113-0033　東京都文京区本郷1-28-10本郷TKビル5F

03-5689-9711

キヤノンITSメディカル株式会社

第二ソリューション本部　東京支店

〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
03-6701-3615
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429

東京営業本部 techinfo@techtron.jp
http://www.techtron.jp/ 

株式会社電算システム 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-20-8 八丁堀綜通ビル

https://canon.jp/corporate/group/its-medical

ヘルスケア第二営業部 info2021@ncom.jp
https://ncom.jp/
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住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
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E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
埼玉県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る

027-381-8680
営業部　システム営業課 its-hsales@tkcc-jp.com

03-5289-4100
ヘルスケア営業統括部　第1営業部 fhoshino@solekia.co.jp

ヘルスケア第二営業部 info2021@ncom.jp
https://ncom.jp/

https://www.iryojoho.jp/#
株式会社エヌコム 〒113-0033　東京都文京区本郷1-28-10本郷TKビル5F

03-5689-9711

キヤノンITSメディカル株式会社

第二ソリューション本部　東京支店

〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
03-6701-3615
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429

株式会社医療情報システム 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3番10号　NB日本橋ビル2F
03-6667-0784

東京営業所 ijs-kanri@iryojoho.co.jp

ソレキア株式会社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル8階
https://canon.jp/corporate/group/its-medical

株式会社高崎共同計算センター 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町936-20

カスタマーサービス事業部 医療システム部 healthcare@densan-s.co.jp

03-5957-5151
東京営業本部 techinfo@techtron.jp

http://www.techtron.jp/ 

https://www.solekia.com/

ヘルスケア営業統括部　第一営業部 webinfo@tsuzuki.co.jp
https://www.tsuzuki.co.jp/

株式会社テクトロン 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-14-4

http://www.tkcc.net/
都築電気株式会社 〒105-8665　東京都港区新橋6-19-15　東京美術俱楽部ビル

050-3684-8358

https://www.densan-s.co.jp  

株式会社電算システム 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-20-8 八丁堀綜通ビル
03-3206-1788

ソレキア株式会社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル8階

050-3684-8358
ヘルスケア営業統括部　第一営業部 webinfo@tsuzuki.co.jp

03-5289-4100
ヘルスケア営業統括部　第1営業部 fhoshino@solekia.co.jp

https://www.solekia.com/
都築電気株式会社 〒105-8665　東京都港区新橋6-19-15　東京美術俱楽部ビル

東京営業本部 techinfo@techtron.jp
http://www.techtron.jp/ 

株式会社電算システム 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-20-8 八丁堀綜通ビル

https://www.tsuzuki.co.jp/
株式会社テクトロン 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-14-4

03-5957-5151

03-3206-1788
カスタマーサービス事業部 医療システム部 healthcare@densan-s.co.jp

https://www.densan-s.co.jp  
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千葉県
住所
Tel 
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URL
住所
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URL
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お問合せ
URL
住所
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E-mail
URL
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E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
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URL

▲TOPに戻る
茨城県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

株式会社医療情報システム 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3番10号　NB日本橋ビル2F
03-6667-0784

キヤノンITSメディカル株式会社

第二ソリューション本部　東京支店

〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
03-6701-3615
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429

03-5689-9711
ヘルスケア第二営業部 info2021@ncom.jp

https://ncom.jp/

株式会社ケーシーエス 〒311-4196 茨城県水戸市谷津町1-40
https://canon.jp/corporate/group/its-medical

関彰商事株式会社 〒305-8515 茨城県つくば市東新井12-2
029-855-7739

ビジネスソリューション部メディカル課

029-253-6114
医療システム info@kcsmed.jp

http://www.kcscorp.jp/ 

東京営業所 ijs-kanri@iryojoho.co.jp
https://www.iryojoho.jp/#

株式会社エヌコム 〒113-0033　東京都文京区本郷1-28-10本郷TKビル5F

http://www.sekisho.co.jp/

050-3684-8358

ソレキア株式会社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル8階
03-5289-4100

ヘルスケア営業統括部　第1営業部 fhoshino@solekia.co.jp

03-5689-9711
ヘルスケア第二営業部 info2021@ncom.jp

https://ncom.jp/

東京営業所 ijs-kanri@iryojoho.co.jp
https://www.iryojoho.jp/#

株式会社エヌコム 〒113-0033　東京都文京区本郷1-28-10本郷TKビル5F

キヤノンITSメディカル株式会社

株式会社医療情報システム 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3番10号　NB日本橋ビル2F
03-6667-0784

https://www.densan-s.co.jp  

株式会社電算システム 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-20-8 八丁堀綜通ビル
03-3206-1788

カスタマーサービス事業部 医療システム部 healthcare@densan-s.co.jp

03-5957-5151
東京営業本部 techinfo@techtron.jp

http://www.techtron.jp/ 

ヘルスケア営業統括部　第一営業部 webinfo@tsuzuki.co.jp
https://www.tsuzuki.co.jp/

株式会社テクトロン 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-14-4

第二ソリューション本部　東京支店

〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
03-6701-3615
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429
https://canon.jp/corporate/group/its-medical

https://www.solekia.com/
都築電気株式会社 〒105-8665　東京都港区新橋6-19-15　東京美術俱楽部ビル
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住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
栃木県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
群馬県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

ヘルスケア営業統括部　第1営業部 fhoshino@solekia.co.jp
https://www.solekia.com/

株式会社高崎共同計算センター 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町936-20

ソレキア株式会社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル8階
03-5289-4100

株式会社トキワ 〒310-0843 茨城県水戸市元石川町276-22
029-248-1625

イノベーション本部ヘルスケアグループ medicalcare@tokiwa-jp.com

027-381-8680
営業部　システム営業課 its-hsales@tkcc-jp.com

http://www.tkcc.net/

東京営業所 ijs-kanri@iryojoho.co.jp
https://www.iryojoho.jp/#

株式会社エヌコム 〒113-0033　東京都文京区本郷1-28-10本郷TKビル5F

https://tokiwa-jp.com/

株式会社医療情報システム 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3番10号　NB日本橋ビル2F
03-6667-0784

キヤノンITSメディカル株式会社

第二ソリューション本部　東京支店

〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
03-6701-3615
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429

03-5689-9711
ヘルスケア第二営業部 info2021@ncom.jp

https://ncom.jp/

キヤノンITSメディカル株式会社

株式会社エヌコム 〒113-0033　東京都文京区本郷1-28-10本郷TKビル5F
03-5689-9711

ヘルスケア第二営業部 info2021@ncom.jp

ビジネスソリューション部メディカル課
http://www.sekisho.co.jp/

https://canon.jp/corporate/group/its-medical
関彰商事株式会社 〒305-8515 茨城県つくば市東新井12-2

029-855-7739

株式会社高崎共同計算センター 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町936-20
027-381-8680

営業部　システム営業課 its-hsales@tkcc-jp.com

ソレキア株式会社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル8階

03-6667-0784
東京営業所 ijs-kanri@iryojoho.co.jp

https://www.iryojoho.jp/#

03-5289-4100
ヘルスケア営業統括部　第1営業部 fhoshino@solekia.co.jp

https://www.solekia.com/

第二ソリューション本部　東京支店

〒140-8526 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
03-6701-3615
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429
https://canon.jp/corporate/group/its-medical

http://www.tkcc.net/

株式会社医療情報システム 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3番10号　NB日本橋ビル2F

https://ncom.jp/
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住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
山梨県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る

https://www.iryojoho.jp/#

http://www.nabelin.co.jp/business/medical-system 
株式会社ワイ・シー・シー 〒400-0035　山梨県甲府市飯田3-1-2

055-224-5511
営業推進部 yccegy@ycc.co.jp

http://www.ycc.co.jp/

静岡営業本部 techinfo@techtron.jp
http://www.techtron.jp/

鍋林株式会社 〒390-8722 長野県松本市双葉8-10
0263-27-6534

医療システム事業部 s_otoiawase@nabelin.co.jp

03-5689-9711
ヘルスケア第二営業部 info2021@ncom.jp

https://ncom.jp/
株式会社テクトロン 〒417-0061 静岡県富士市伝法2816

0545-54-2200

株式会社エヌコム 〒113-0033　東京都文京区本郷1-28-10本郷TKビル5F

株式会社医療情報システム 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3番10号　NB日本橋ビル2F
03-6667-0784

東京営業所 ijs-kanri@iryojoho.co.jp

http://www.tkcc.net/

株式会社高崎共同計算センター 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町936-20
027-381-8680

営業部　システム営業課 its-hsales@tkcc-jp.com
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信越
新潟県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
長野県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る

http://www.tkcc.net/
鍋林株式会社 〒390-8722 長野県松本市双葉8-10

0263-27-6534
医療システム事業部 s_otoiawase@nabelin.co.jp

http://www.nabelin.co.jp/business/medical-system

ヘルスケアビジネス事業部 営業部 w-mai@bsnnet.co.jp
https://www.bsnnet.co.jp

株式会社高崎共同計算センター 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町936-20
027-381-8680

営業部　システム営業課 its-hsales@tkcc-jp.com

027-381-8680
営業部　システム営業課 its-hsales@tkcc-jp.com

http://www.tkcc.net/
株式会社BSNアイネット 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山2-5-1

025-242-2951

株式会社エヌ・シー・エス 〒950-0075　新潟県新潟市中央区沼垂東2-11-21
025-244-2105

ヘルスケアシステム部 ncs-iryo@ncs-ngt.co.jp
http://www.ncs-ngt.co.jp/

株式会社高崎共同計算センター 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町936-20



北陸
石川県

住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
福井県

住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る

株式会社永和システムマネジメント 〒918-8231 福井県福井市問屋町3-111
0776-25-8493

医療システム事業部
http://www.esm.co.jp/

株式会社永和システムマネジメント 〒918-8231 福井県福井市問屋町3-111
0776-25-8493

医療システム事業部
http://www.esm.co.jp/

http://www.esm.co.jp/


東海
愛知県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
岐阜県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
静岡県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

都築電気株式会社 〒460-0003　名古屋市中区錦2-13-30　名古屋伏見ビル7階

http://www.totec.jp/

ソレキア株式会社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル8階
03-5289-4100

ヘルスケア営業統括部　第1営業部 fhoshino@solekia.co.jp
https://www.solekia.com/

050-3684-8001
ヘルスケア営業統括部　第二営業部 helthcaresa@tsuzuki.co.jp

https://www.tsuzuki.co.jp/

カスタマーサービス事業部 医療システム部 healthcare@densan-s.co.jp
https://www.densan-s.co.jp

トーテックアメニティ株式会社 〒451-0045 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー
052-533-6900

公共医療システム事業部　医療中部営業部 info_totec@totec.co.jp

052-251-9506
医療営業部 t-eigyou@t-ask.co.jp

http://www.t-ask.co.jp/
株式会社電算システム 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-1-1 十六銀行名古屋ビル

052-961-3683

http://www.totec.jp/

都築電気株式会社 〒460-0003　名古屋市中区錦2-13-30　名古屋伏見ビル7階
050-3684-8001

ヘルスケア営業統括部　第二営業部 helthcaresa@tsuzuki.co.jp
https://www.tsuzuki.co.jp/

株式会社テクノアスカ 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-14-5 松下中日ビル

タック株式会社 〒503-0803 岐阜県大垣市小野4-35-12
事業統括本部　営業統括部　ヘルスケア営業グループ 0584-75-6501
医療営業チーム tak-iryosales@taknet.co.jp

https://www.taknet.co.jp/

https://www.densan-s.co.jp
トーテックアメニティ株式会社 〒451-0045 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー

https://www.tsuzuki.co.jp/
株式会社テクノアスカ 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-14-5 松下中日ビル

052-251-9506
医療営業部 t-eigyou@t-ask.co.jp

http://www.t-ask.co.jp/

052-533-6900
公共医療システム事業部　医療中部営業部 info_totec@totec.co.jp

https://www.taknet.co.jp/
都築電気株式会社 〒460-0003　名古屋市中区錦2-13-30　名古屋伏見ビル7階

050-3684-8001
ヘルスケア営業統括部　第二営業部 helthcaresa@tsuzuki.co.jp

タック株式会社 〒503-0803 岐阜県大垣市小野4-35-12
事業統括本部　営業統括部　ヘルスケア営業グループ 0584-75-6501

株式会社電算システム 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-1-1 十六銀行名古屋ビル
052-961-3683

カスタマーサービス事業部 医療システム部 healthcare@densan-s.co.jp

医療営業チーム tak-iryosales@taknet.co.jp



住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
三重県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る

株式会社ミエデンシステムソリューション 〒514-0003 三重県津市桜橋2-177-3
059-225-1131

ヘルスケア営業部 nfo@msysol.co.jp
https://www.msysol.co.jp/

https://www.densan-s.co.jp
トーテックアメニティ株式会社 〒451-0045 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー

052-533-6900
公共医療システム事業部　医療中部営業部 info_totec@totec.co.jp

http://www.totec.jp/

株式会社テクトロン 〒417-0061 静岡県富士市伝法2816
0545-54-2200

医療営業部 t-eigyou@t-ask.co.jp
http://www.t-ask.co.jp/

株式会社電算システム 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-1-1 十六銀行名古屋ビル
052-961-3683

カスタマーサービス事業部 医療システム部 healthcare@densan-s.co.jp

050-3684-8001
ヘルスケア営業統括部　第二営業部 helthcaresa@tsuzuki.co.jp

https://www.tsuzuki.co.jp/
株式会社テクノアスカ 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-14-5 松下中日ビル

052-251-9506

都築電気株式会社 〒460-0003　名古屋市中区錦2-13-30　名古屋伏見ビル7階

http://www.t-ask.co.jp/

静岡営業本部 techinfo@techtron.jp
http://www.techtron.jp/

株式会社テクノアスカ 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-14-5 松下中日ビル
052-251-9506

医療営業部 t-eigyou@t-ask.co.jp



近畿
大阪府

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
兵庫県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
京都府

住所
Tel 
E-mail
URL

営業部 sa@iryojoho.co.jp
http://iryojoho.jp/

06-6204-7330
ヘルスケア営業統括部　第二営業部 tateyama@tsuzuki.co.jp

https://www.tsuzuki.co.jp/

株式会社医療情報システム 〒541-0046　　大阪市中央区平野町1丁目4番8号　ＩＪＳビル
06-6223-9900

株式会社さくらケーシーエス 〒650-0036　兵庫県神戸市中央区播磨町21-1
078-391-3030

システム事業部　システム四部
https://www.kcs.co.jp/

都築電気株式会社 〒530-0005  大阪市北区中之島2-2-2　大阪中之島ビル

https://www.kccs.co.jp/
極東コンピュータ販売株式会社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-12-14　天真ビル413

06-6448-0713
info@kyokuto-cp.com
https://kyokuto-cp.com

第二ソリューション本部　大阪支店
https://canon.jp/corporate/group/its-medical

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒532-0011大阪市淀川区西中島5-12-12エムオーテックス新大阪ビル
06-6307-2130

大阪事業所ICT分室 kccs.co.jp/contact/ja/ict/

06-6223-9900
営業部 sa@iryojoho.co.jp

http://iryojoho.jp/
キヤノンITSメディカル株式会社 〒550-0001 　大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル

06-7635-5962
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429

都築電気株式会社 〒530-0005  大阪市北区中之島2-2-2　大阪中之島ビル
06-6204-7330

ヘルスケア営業統括部　第二営業部 tateyama@tsuzuki.co.jp
https://www.tsuzuki.co.jp/

株式会社医療情報システム 〒541-0046　　大阪市中央区平野町1丁目4番8号　ＩＪＳビル

https://www.kccs.co.jp/
極東コンピュータ販売株式会社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-12-14　天真ビル413

06-6448-0713
info@kyokuto-cp.com
https://kyokuto-cp.com

第二ソリューション本部　大阪支店
https://canon.jp/corporate/group/its-medical

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒532-0011大阪市淀川区西中島5-12-12エムオーテックス新大阪ビル
06-6307-2130

大阪事業所ICT分室 kccs.co.jp/contact/ja/ict/

06-6223-9900
営業部 sa@iryojoho.co.jp

http://iryojoho.jp/
キヤノンITSメディカル株式会社 〒550-0001 　大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル

06-7635-5962
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429

株式会社医療情報システム 〒541-0046　　大阪市中央区平野町1丁目4番8号　ＩＪＳビル

http://iryojoho.jp/
kccs.co.jp/contact/ja/ict/
kccs.co.jp/contact/ja/ict/
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429


住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
滋賀県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
奈良県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

https://canon.jp/corporate/group/its-medical
京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒532-0011大阪市淀川区西中島5-12-12エムオーテックス新大阪ビル

06-6307-2130
大阪事業所ICT分室 kccs.co.jp/contact/ja/ict/

https://www.kccs.co.jp/

営業部 sa@iryojoho.co.jp
http://iryojoho.jp/

キヤノンITSメディカル株式会社

第二ソリューション本部　大阪支店

〒550-0001 　大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル
06-7635-5962
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429

06-6204-7330
ヘルスケア営業統括部　第二営業部 tateyama@tsuzuki.co.jp

https://www.tsuzuki.co.jp/

株式会社医療情報システム 〒541-0046　　大阪市中央区平野町1丁目4番8号　ＩＪＳビル
06-6223-9900

極東コンピュータ販売株式会社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-12-14　天真ビル413
06-6448-0713
info@kyokuto-cp.com
https://kyokuto-cp.com

都築電気株式会社 〒530-0005  大阪市北区中之島2-2-2　大阪中之島ビル

https://canon.jp/corporate/group/its-medical
京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒532-0011大阪市淀川区西中島5-12-12エムオーテックス新大阪ビル

06-6307-2130
大阪事業所ICT分室 kccs.co.jp/contact/ja/ict/

https://www.kccs.co.jp/

営業部 sa@iryojoho.co.jp
http://iryojoho.jp/

キヤノンITSメディカル株式会社

第二ソリューション本部　大阪支店

〒550-0001 　大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル
06-7635-5962
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429

06-6204-7330
ヘルスケア営業統括部　第二営業部 tateyama@tsuzuki.co.jp

https://www.tsuzuki.co.jp/

株式会社医療情報システム 〒541-0046　　大阪市中央区平野町1丁目4番8号　ＩＪＳビル
06-6223-9900

極東コンピュータ販売株式会社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-12-14　天真ビル413
06-6448-0713
info@kyokuto-cp.com
https://kyokuto-cp.com

都築電気株式会社 〒530-0005  大阪市北区中之島2-2-2　大阪中之島ビル

https://canon.jp/corporate/group/its-medical
京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒532-0011大阪市淀川区西中島5-12-12エムオーテックス新大阪ビル

06-6307-2130
大阪事業所ICT分室 kccs.co.jp/contact/ja/ict/

https://www.kccs.co.jp/

キヤノンITSメディカル株式会社

第二ソリューション本部　大阪支店

〒550-0001 　大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル
06-7635-5962
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429‚S

kccs.co.jp/contact/ja/ict/
kccs.co.jp/contact/ja/ict/
kccs.co.jp/contact/ja/ict/
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429


住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
和歌山県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る

06-6204-7330
ヘルスケア営業統括部　第二営業部 tateyama@tsuzuki.co.jp

https://www.tsuzuki.co.jp/

極東コンピュータ販売株式会社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-12-14　天真ビル413
06-6448-0713
info@kyokuto-cp.com
https://kyokuto-cp.com

都築電気株式会社 〒530-0005  大阪市北区中之島2-2-2　大阪中之島ビル

https://canon.jp/corporate/group/its-medical
京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒532-0011大阪市淀川区西中島5-12-12エムオーテックス新大阪ビル

06-6307-2130
大阪事業所ICT分室 kccs.co.jp/contact/ja/ict/

https://www.kccs.co.jp/

営業部 sa@iryojoho.co.jp
http://iryojoho.jp/

キヤノンITSメディカル株式会社

第二ソリューション本部　大阪支店

〒550-0001 　大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル
06-7635-5962
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429

06-6204-7330
ヘルスケア営業統括部　第二営業部 tateyama@tsuzuki.co.jp

https://www.tsuzuki.co.jp/

株式会社医療情報システム 〒541-0046　　大阪市中央区平野町1丁目4番8号　ＩＪＳビル
06-6223-9900

極東コンピュータ販売株式会社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-12-14　天真ビル413
06-6448-0713
info@kyokuto-cp.com
https://kyokuto-cp.com

都築電気株式会社 〒530-0005  大阪市北区中之島2-2-2　大阪中之島ビル

kccs.co.jp/contact/ja/ict/
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429


中国
鳥取県

住所
Tel 
お問合せ
URL

▲TOPに戻る
島根県

住所
Tel 
お問合せ
URL

▲TOPに戻る
岡山県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
広島県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
http://www.fusodentsu.co.jp/

広島営業所
https://www.kccs.co.jp/

扶桑電通株式会社 〒732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-53 広島イーストビル
082-568-6225

中国支店 ソリューション販売部 chugoku-health@fusodentsu.co.jp

06-6223-9900
営業部 sa@iryojoho.co.jp

http://iryojoho.jp/
京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒732-0052 広島県広島市東区光町2-6-24 光町三上ビル1階

082-568-7368

岡山営業所　ヘルスケア販売課 https://www.fusodentsu.co.jp/contact/form/1/

第二ソリューション本部　大阪支店
https://canon.jp/corporate/group/its-medical

株式会社アクトシステムズ 〒720-0067 広島県福山市西町2-12-8
084-921-3492

ソリューションシステムグループ 医療システムサポート課
http://www.act-systems.co.jp/

株式会社医療情報システム 〒541-0046　　大阪市中央区平野町1丁目4番8号　ＩＪＳビル

https://www.fusodentsu.co.jp/
株式会社両備システムズ 〒700-8504 岡山県岡山市南区豊成2-7-16

086-264-0585
中四国営業部　医療ビジネスグループ

http://www.ryobi.co.jp/

営業部 sa@iryojoho.co.jp
http://iryojoho.jp/

キヤノンITSメディカル株式会社 〒550-0001 　大阪府大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル
06-7635-5962
https://forum3.canon.jp/public/application/add/429

扶桑電通株式会社 〒700-0826　岡山県岡山市北区磨屋町3-10　岡山ニューシティビル
086-224-3368

岡山営業所　ヘルスケア販売課 https://www.fusodentsu.co.jp/contact/form/1/
https://www.fusodentsu.co.jp/

扶桑電通株式会社 〒700-0826　岡山県岡山市北区磨屋町3-10　岡山ニューシティビル
086-224-3368

岡山営業所　ヘルスケア販売課 https://www.fusodentsu.co.jp/contact/form/1/
https://www.fusodentsu.co.jp/

扶桑電通株式会社 〒700-0826　岡山県岡山市北区磨屋町3-10　岡山ニューシティビル
086-224-3368

株式会社医療情報システム 〒541-0046　　大阪市中央区平野町1丁目4番8号　ＩＪＳビル
06-6223-9900

https://forum3.canon.jp/public/application/add/429


山口県
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL

▲TOPに戻る

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-20-23 セントラルビル1階

株式会社アイテックス 〒745-0066 山口県周南市岡田町3-25
0834-21-6740

営業統括部　第２営業部 info@itecsnet.co.jp
http://www.itecsnet.co.jp/

岡山営業所　ヘルスケア販売課 https://www.fusodentsu.co.jp/contact/form/1/
https://www.fusodentsu.co.jp/

092-452-8751
西日本営業課 https://www.kccs.co.jp/contact/ja/ict/

https://www.kccs.co.jp/
扶桑電通株式会社 〒700-0826　岡山県岡山市北区磨屋町3-10　岡山ニューシティビル

086-224-3368



四国
徳島県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL

▲TOPに戻る
香川県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL

▲TOPに戻る
愛媛県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL

▲TOPに戻る
高知県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL

▲TOPに戻る

扶桑電通株式会社 〒700-0826　岡山県岡山市北区磨屋町3-10　岡山ニューシティビル
086-224-3368

https://www.fusodentsu.co.jp/

扶桑電通株式会社 〒700-0826　岡山県岡山市北区磨屋町3-10　岡山ニューシティビル
086-224-3368

株式会社ソフテック 〒783-0060 高知県南国市蛍が丘1-4
088-880-8877

ヘルスケア営業部 softec-iryo@softec-inc.co.jp
http://www.softec-inc.co.jp/

岡山営業所　ヘルスケア販売課 https://www.fusodentsu.co.jp/contact/form/1/
https://www.fusodentsu.co.jp/

岡山営業所　ヘルスケア販売課 https://www.fusodentsu.co.jp/contact/form/1/

086-224-3368

テクス株式会社 〒761-0101 香川県高松市春日町1638-3
087-841-8770

営業企画本部 システム部 kato-k@tecs-kk.jp
http://www.tecs-kk.com

株式会社ソフテック 〒791-8042　愛媛県松山市南吉田町1467-1内海空港通ビル 1F
089-946-6677

松山支社 softec-iryo@softec-inc.co.jp
http://www.softec-inc.co.jp/

岡山営業所　ヘルスケア販売課 https://www.fusodentsu.co.jp/contact/form/1/
https://www.fusodentsu.co.jp/

扶桑電通株式会社 〒700-0826　岡山県岡山市北区磨屋町3-10　岡山ニューシティビル

テック情報株式会社 〒779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字東谷6-33
088-637-5700

医療事業本部医療営業部
http://www.tec-inf.co.jp/

086-224-3368
岡山営業所　ヘルスケア販売課 https://www.fusodentsu.co.jp/contact/form/1/

https://www.fusodentsu.co.jp/

扶桑電通株式会社 〒700-0826　岡山県岡山市北区磨屋町3-10　岡山ニューシティビル



九州
福岡県

住所
Tel 
お問合せ
URL

住所

Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
佐賀県

住所
Tel 
お問合せ
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
長崎県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
お問合せ
URL

▲TOPに戻る
熊本県

住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る
大分県

住所
Tel 
E-mail
URL

092-452-8751
西日本営業課 https://www.kccs.co.jp/contact/ja/ict/

https://www.kccs.co.jp/

株式会社佐賀電算センター（株式会社　メディック） 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-11-16　第2大西ビル2F
〒802-0004　北九州市小倉北区鍛冶町1-1-1　北九州東洋ビル

福岡支社　ヘルスケアソリューション部 0952-36-9090
北九州オフィス　ヘルスケアソリューション部 t_ishii@sdcns.co.jp

https://www.sdcns.co.jp/_2200.html

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-20-23 セントラルビル1階

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-20-23 セントラルビル1階
092-452-8751

西日本営業課 https://www.kccs.co.jp/contact/ja/ict/
https://www.kccs.co.jp/

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-20-23 セントラルビル1階
092-452-8751

西日本営業課 https://www.kccs.co.jp/contact/ja/ict/
https://www.kccs.co.jp/

株式会社佐賀電算センター（株式会社　メディック） 〒849-0915 佐賀県佐賀市兵庫町藤木1433-1
0952-36-9090

ヘルスケアソリューション部 t_ishii@sdcns.co.jp
https://www.sdcns.co.jp/_2200.html

オフィスメーション株式会社 〒850-0037 長崎県長崎市金屋町2-6 電脳BLD
095-822-7201

ヘルスケア事業本部 iryou@nagasaki-om.co.jp
http://www.nagasaki-om.co.jp/

株式会社熊本計算センター 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-7-26
096-383-3384

医療営業部 kkchp06@kkc-net.co.jp
http://www.kkc-net.co.jp/

日本システム株式会社 〒862-0955 熊本県熊本市中央区神水本町20-5　神水ビル2F
096-285-9150

熊本営業所 info@jpsys.co.jp
http://www.jpsys.co.jp

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-20-23 セントラルビル1階
092-452-8751

西日本営業課 https://www.kccs.co.jp/contact/ja/ict/
https://www.kccs.co.jp/

株式会社エム・オー・エム・テクノロジー 〒870-0037 大分市東春日町17-58 富士通大分システムラボラトリ
097-535-1077

大分営業所 momtec_hp@group.momt.co.jp
http://www.momt.co.jp/

https://www.kccs.co.jp/contact/ja/ict/
http://www.momt.co.jp/
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宮崎県
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鹿児島県
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住所
Tel 
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Tel 
E-mail
URL
住所
Tel 
E-mail
URL

▲TOPに戻る

西日本営業課 https://www.kccs.co.jp/contact/ja/ict/
https://www.kccs.co.jp/

メディカルネットワーク株式会社 〒870-0952 大分県大分市下郡北3-14-10
097-554-8118

大分営業所 info@medicalnetwork.co.jp
http://www.medicalnetwork.co.jp/

京セラコミュニケーションシステム株式会社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-20-23 セントラルビル1階
092-452-8751

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-20-23 セントラルビル1階
092-452-8751

西日本営業課 https://www.kccs.co.jp/contact/ja/ict/
https://www.kccs.co.jp/

株式会社佐賀電算センター（株式会社　メディック） 〒891-0115　鹿児島県鹿児島市東開町4-7

株式会社ソフトテックス 〒880-0911 宮崎県宮崎市大字田吉6307-2
0985-63-1456

ヘルスケアソリューション事業部
http://www.softteks.com/

メディカルネットワーク株式会社 〒889-1607 宮崎県宮崎市清武町加納2-48-1
0985-84-1301

システム営業部 info@medicalnetwork.co.jp
http://medicalnetwork.co.jp/

システム営業部 info@medicalnetwork.co.jp
http://medicalnetwork.co.jp/

0952-36-9090
鹿児島事業所　ヘルスケアソリューション部 t_ishii@sdcns.co.jp

https://www.sdcns.co.jp/_2200.html
日本システム株式会社 〒890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田2-56-10

099-254-7200
医療福祉ソリューション本部 info@jpsys.co.jp

http://www.jpsys.co.jp/
メディカルネットワーク株式会社 〒889-1607 宮崎県宮崎市清武町加納2-48-1

0985-84-1301

京セラコミュニケーションシステム株式会社

http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/
http://medicalnetwork.co.jp/


沖縄
沖縄県
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E-mail
URL

▲TOPに戻る

株式会社ダイワ・メディカル・システム 〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖3-8-17
098-871-1536
s-machida@daiwams.co.jp
http://www.daiwams.co.jp/

http://www.daiwams.co.jp/
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