
TECS (=TECHNICAL COMMUNICATION STRATEGIES)

COMPANY PROFILE
会社案内



ローカライズ
部門

テクニカル
ドキュメント

デザイン
部門

クリエイティブ
部門

製品開発の段階から海外展開まで。
あらゆるプロセスにおいて､お客様の情報発信をお手伝いいたします。
テックスでは、お客様の要求に高いレベルで応えるため、制作グループを「クリエイティブ」、

「ローカライズ」、「テクニカルドキュメントデザイン」の3部門に分けています。これにより、
お客様の製品開発の段階から製造・販売、さらには海外展開に至るまで、あらゆるプロセス
で必要となるドキュメンテーションをご提案いたします。
私どもテックスでは、クリエイティブもドキュメンテーションのひとつと捉えています。
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研究・開発
製造
ドキュメンテーション
営業・販売

アフターサービス
広報・宣伝

コンプライアンス
海外展開

●最適なコミュニケーション
　ツールの企画・提案・制作   

●海外展開への
　ローカライズに的確に対応

END USERSCLIENT

コミュニケーションツールの市場への展開CLIENT様のニーズ・ウォンツ

ユーザー満足度の向上のため！！事業の発展・利益の拡大・ブランディング
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お客様のさまざまな情報発信のお手伝い

CLIENT END USERS
MARKET

研究・開発

営業・販売

製造

広報・宣伝

ドキュメンテーション

アフターサービス
コンプライアンス

海外展開

テキストだけでは伝わらない情報も、ナレーションやムービーで表現したり、 
ウェブで発信するなど最先端のマルチメディア技術で効果的に表現。
もちろん、多言語翻訳、ローカライズにも対応。

Various Information Various Media Contents

企画書

セールスマニュアル
ユーザーズマニュアル・取扱説明書

サービスマニュアル

会社案内 Web

プロモーションツール

技術資料
プレゼンツール

多言語展開・ローカライズ
Web・各種メディア

メンテナンスマニュアル

カタログ



エンドユーザーや販売促進のための技術情報を
ITを駆使し、わかりやすいツールとしてクリエイティブに表現します。
カタログや会社案内は、コンセプト作りから、企画・デザイン、取材・撮影までトータルにディレクション。
ウェブサイトも企画･構成案だけではなく、CMSの設計やSEO対策など、コンサルティングから 
コーディングレベルまで多様なニーズにお応えします。
また、「テックス プレゼンムービー」は、単なるビデオ撮影では不可能な、ITを駆使した多彩で豊かな
表現による作品を生み出しており、展示会やイベント会場で使用され、高い評価を得ています。

企画書をリファイン

企画から取材・撮影、執筆まで

一般ユーザー向けにわかりやすく 販売活動の標準化

プレゼン資料

会社案内・製品カタログ

取扱説明書 セールスマニュアル
パワーポイントなどのプレゼンテー
ション用資料を、よりアピールする
内容にブラッシュアップします。

インパクトがあり、わかりやすい見
せ方をご提案します。小部数でも
対応可能。

年齢や知識の有無にかかわらず、
どなたにも伝わるマニュアルを制
作しています。

テキストだけではなく、ビデオや図
解を加えることで、よりわかりやす
く制作します。

企画・開発 設計・製造 販売お客様の業務プロセス

マルチメディアツールならお任せください！

クリエイティブ部門
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This is IHI
会 社 案 内



テックスでは“ひとつ上を行くプレゼンテーションツール”
「TECS Presen Movie」を開発しました。アニメーションや
音声､テキスト､写真などを組み合わせ､ITを駆使したTECS 
Presen Movie は､説明の難しい商品や技術も分かりやすく
何度でも､どこでも､誰でも自由に使用できます。

他社と差がつくサイト運営

ウェブサイト構築
クライアントの要望にお応えし、
さまざまなアイデアを盛り込み
ます。

販促・宣伝 アフターサービス 海外展開

お客様の意図 表現コンセプト 適切な表現
適切なビジュアル

最適なメディア
製品の理解

マルチメディア

最も適切な情報発信ツール

製品や技術を理解して作られたツール

クリエイティブ
ディレクター

グラフィックデザイナー ウェブクリエイター

コピーライター ムービーエディター

マルチメディアへの展開

Creative Works
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Service centerClient

Information-sharing

•  Operational status monitoring/notification
•  Repairs/inspections/
 emergency response recording
•  Breakdown prediction/parts life diagnosis

Maintenance support service

ILIPS
IHI group Lifecycle

Partner System

Quality & License

IHI Logistics & Machinery Co., Ltd.

Customer

Service Center

Operation 

support

Trouble response

Periodic inspection

Inquiries
Disturbance 
notifi cation

Call Center

Service headquarters
Technical support group

• Parts Center
• Manufacturing Dept.

Logistics plant
Operations headquarters

Industrial Logistics Sector IHI Scube 

Sales 
support 

Computer 
System support

Technical 
support

Design 
support

Parts supply 
support

Adjustment 
ability

Experience with 
highly-diffi cult work

No. of years’ 
experience

Trouble 
responsiveness

Service Meister System

Gold Meister

Meister

General Service 
Personnel

JICQA registration mark

No.0073-ISO9001

RvA certifi cation mark JAB certifi cation mark 1. Registration scope:  Development, sales, design, manufacture, 
procurement, installation, and after-sales service 
for distribution and production plants, and related 
equipment and parts that constitute plants.

2. Registering body: JIC Quality Assurance Ltd. 

3.  Accreditation standard: ISO9001:2008/JISQ9001:2008

4. Registration no.: 0073

5. Registration date: April 24, 1995

 License number: Tokyo mayor license (Special-23) No. 70624

 License number: Tokyo mayor license (Special-26) No. 70624  License number: Tokyo mayor license (General-26) No. 70624

Plumbing Fire protection facilities works

Civil engineering 

Carpentry 

Scaffolding/earthworks 

Roofi ng

Building 

Plastering

Masonry

Electrical works

Steel structure works

Paving

Sheet metal works

Painting

Tile/brick/block works

Reinforcement works

Dredging 

Glazing

Waterproofi ng

Machinery & equipment installation

Joinery works

In order to offer a sophisticated maintenance service, we have established a Meister certification service 
to develop service engineer specialists. 

We have obtained 23 types of work licenses, allowing us to respond to any logistics service request. 

In order to offer even better products and services, we have obtained the international quality standard, ISO9001. 

The Meister System

Construction license types

ISO9001: 2008 certifi cation obtained

A Maintenance Service Promising Peace-of-Mind by Supporting System Capability

Offering a high-quality logistics service for peace of mind.

IHI Logistics & Machinery has a high number of service engineers with a broad range of skills relating to machinery, 

control, computers and so on, enabling us to provide a maintenance service for users which offers peace-of-mind. 

In order to increase operation efficiency even further, we recommend entering into a maintenance and 

inspection agreement with us for systematic preventative maintenance. 

Engineering which further enhances the functions and efficiency 
of existing systems.

Renewal

Interior fi nishing

Heat insulation works

By analyzing the big data related to equipment operation collected by ILIPS*, it is possible to predict and avoid 
breakdowns. Moreover, on a customer-exclusive website, we provide information such as operational status and 
maintenance history, and share schedules, in order to further enhance communication between our customer and 
Service Center. 

IULINK Maintenance Support Service – Connecting IHI and Users (Trademark approval pending)

* ILIPS (IHI group Lifecycle Partner System) 

IHI Group’s remote monitoring system common platform. Developed with the aim of sophisticating and integrating 
IHI Group’s products and services. Currently, it is operating on over 300 devices.
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Service & Maintenance

KIRAMEKI

除油率 98% 除烟率 97% 除味率 93%

室外排烟无公害  室内排烟更清新

质量检验合格品

专利产品
NEO 系列
NC-15 型

业界首创 yaki niku happy

NODA ROASTER

新 登 場 新 登 場
N E W

●掲載の価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

光ディスクシステムによるデータ資産の長期保存
高速、大容量化する第2世代モデルを発売

s o n y. j p / o d a /

オプティカルディスク・アーカイブ 
総合カタログ

ODS-D280U / ODS-D77U
ODS-L30M / ODS-L60E / ODS-L100E

ODS-D280F / ODS-D77F

●掲載の価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

PenguranganPenguranganPengurangan
 

JumlahJumlahJumlah
 

PemadamanPemadamanPemadaman
 

ListrikListrikListrik
akibatakibatakibat

 
KegagalanKegagalanKegagalan

 
KomponenKomponenKomponen

 
Boiler (1/2)Boiler (1/2)Boiler (1/2)

1
Kerusakan

 
pada

 
komponen

 
tekanan

 
boiler

Lainnya
 

3,2%

Koil
36,2%

Pipa
15,7%

Header 7,6%

Kebocoran
pipa

Total : 206

W/W
37,3%

テックスプレゼンムービー

展示会パネル
動画 取扱説明書

カタログ

スマホタブレット

PCサイト



取扱説明書＝使用説明書の作成方針
テックスでは、IEC 82079-1に基づいて、ドキュメンテーションを制作しています。

製品の一部としての使用説明
製品には、使用するときに使用者が知る必要のあるすべての情報を含んだ使用説明、
損傷又は病気のリスク、製品の破損、誤作動又は非効率な動作のリスクを低減す
るものでなければならない。

コミュニケーションの質
作成は、チェック及び構成を含め、専門的知識を持った執筆者または専門家の責務
としなければならない。次の能力を備えていなければならない：

● テクニカルコミュニケーションの高度な能力
● オリジナルな言語に関する確かな能力
● テーマの分野に関する知識・理解力
● 使用説明を作成する一連の行程に関する知識と能力

● 安全のための注記　　● 製品安全ラベル・安全標識
● 警告メッセージ　

製品の予想耐用年数の間、供給者は、要求に応じてすべての使用説明の代替用 
コピーを、例えばウェブサイトから、利用できるようにしなければならない。

国際電気標準会議（IEC）は、電気、電子及び関連技術に関する分野のすべての技術に関する国際規格を 
作成及び発行している世界規模の主導的機関です。

IEC=INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION=国際電気標準会議

● 使用説明の提供

● 安全に関する情報 ● 使用説明保持の重要性

テクニカルドキュメントデザイン部門
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この内容につきましては、一般財団法人日本規格協会発行の
Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation – 
Part1: General principles and detailed requirements
使用説明の作成−構成、内容及び表示方法—
第1部：一般原則及び詳細要求事項より、抜粋要約したものです。

これからの
マニュアルは

国際規格が標準
です！

説明のレベルと情報の詳細は、使用者の知識に適合するもの

言語
販売国の公用語で提供しなければならない。翻訳の質は専門知識をもった翻訳者
又は専門家がチェック及び校正を含めた翻訳に責任をもたなければならない。

リスクの最小限化
使用説明は、製品の安全な運転及び保守の不可分の一部である。
使用説明は、使用者又は他の関係者にとって容認しがたいリスク・製品そのもの
又は他の製品の破損、誤作動または非効率的な動作を回避するための情報を提
供するものでなければならない。使用説明は必要な情報を提供して、使用者が合
理的に予見可能な誤用を発見し、それを回避出来るようにするものでなければな
らない。
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Technical Documentation

Step.4

●制作開始
詳細内容構成（ラフレイアウト、絵コンテ等）の作成、
提案内容の擦り合わせ、検討・内容確定
文案作成＝コピーライティング、製品撮影　イラスト作成
動作手順ビデオ撮影　実機の操作手順検証

Step.3
●基本契約締結

基本的な商取引の取り決め

Step.2
●概算見積　

内容構成の概要作成　概算費用の見積、
制作行程作成　　提案

Step.1
●ヒアリングさせていただきます。

NDAを提出
実機のガイダンス、取材、撮影など、製品の情報収集

Step.5 ●校正の遣り取り
制作進捗に合わせて２〜３回のチェック出し、内容確認作業

Step.6
●納品（データまたは印刷物）

請求書の提出
場合によっては納品データの保守管理（取決め次第）

取扱説明書等ドキュメンテーションの作成手順
冊子マニュアル、動画マニュアル、HTMLマニュアルなど
その製品に最適なマニュアル展開をご提案致します。



世界38ヶ国語以上をカバー。
あらゆるツールのローカライズで海外展開を強力に支援いたします。
海外現地翻訳会社と業務提携することでヨーロッパ、アジアを中心に世界38ヶ国語以上に対応。
また翻訳以外にもネイティブによる多言語ナレーションにも対応。
テックスが提供するのは、単なる「翻訳」とは異なる、
現地の商習慣や文化的背景にも考慮した「ローカライズ」サービスを提供します。

技術文書をネイティブ翻訳 海外翻訳会社との連携

	 あらゆるドキュメンテーション
	 をローカライズ

専門性の高い翻訳も安心
技術情報に精通した翻訳スタッフが
的確な用語選択により翻訳します。

現地翻訳会社と提携
世界各地の翻訳会社と業務提携し、正確で
高品質なサービスを提供しています。

ウェブサイトやムービー、パワーポイントなどすべてのドキュメン
テーションのローカライズに対応します。また、技術用語などの
用語集も作成いたします。

企画・開発 設計・製造 販売お客様の業務プロセス

すべてのシーンでの

ローカライズ！

ローカライズ部門
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さまざまな情報発信ツール

販促・宣伝 アフターサービス 海外展開

お客様の意図
ネイティブ
翻訳 トラドスシステム

ネイティブチェック

専門用語確認・統一
製品の本質理解

グローバルツール
単なる「翻訳」ではなく、「ローカライズ」であることが大切です。
「ローカライズ」＝商習慣や相手国の文化的背景を考慮した翻訳

コーディネーター 翻訳者 制作スタッフ

主な取扱言語（38言語） トラドスシステム サーバー上で翻訳メモリを共有
英語、簡体中国語、繁体中国語、 

韓 国 語 、タイ語 、ベトナ ム 語 、 

ロシア語、スペイン語、フランス語、

ドイツ語、ギリシャ語、イタリア語、

スウェーデン語、ポーランド語、 

ポ ルトガ ル 語 、ハンガリー 語 、 

オランダ語、アラビア語、 他

※その他の言語についても対応いた
します。

SDL	Trados®	を活用
スピードアップ、品質の向上、用語および表現の統
一が、翻訳の品質を決定します。当社では翻訳支
援ソフト、トラドス（Trados）を導入し、各翻訳者の
訳文と原文をデータベースに保存、サーバーを活
用することで、用語統一などの品質向上と効率アッ
プを達成しています。これにより、たとえば頁数の
多いマニュアルの改訂作業を行なう場合でも改訂
箇所と旧版の用語統一など、コスト削減とスピード
アップが同時に実現できます。

Localization and Globalization

翻訳メモリ

翻訳者C

翻訳者B 翻訳者D

翻訳者A

サーバー

翻訳者E
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Our Profile

 会社名： 株式会社テックス（TECS Corporation）
 代表取締役： 坂野 久美子
 創業： 1984（昭和59）年1月
 設立： 2012（平成24）年3月1日
 資本金： 1,410万円
 取引銀行： 三菱東京UFJ銀行　五反田支店
 ホームページ： http://www.tecs.jp
 住所： 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-1-9 
  五反田HSビル2F
 電話： 03-3493-7811（大代表）
 FAX： 03-3779-0668

会社概要

ソニー、ソニーグループ各社、富士ゼロックスシステムサービス、アート、セブジャパン、 
マイクロトラック・ベル、リビングテクノロジー、コロナ工業、プラス、ワコム、シンガポール
大使館、オークローンマーケティング、キヤノン電子、ANA、JFE、フォトシンス、永山、 
三栄コーポレーション、野田ハッピー、クロックワーク、豊田通商、成立、イデアインター 
ナショナル、サンデン、博報堂 DY デジタル、タカラベルモント、カナック企画、デンソー、 
出雲電機工業、CONAIR、QVC、藤倉ゴム工業、エコワークス、レンジャパン、アイデス、 
日本写真印刷、ホームワーカーズコミュニティ、ジオメトリーグローバル、サントリーフーズ、 
坂戸工作所、ベンチャークラフト  他（順不同）

	 主な取引先



 1984年 1月 東京都渋谷区にて、碓井佑典は、海外広報、技術情報の専門プロダクションとして(株)テックスを設立。 
   クリエイティブ、エンジニアリング、ランゲージ3部門を備え、ソニー(株)をメインクライアントとしてスタート

 1985年 9月 業務拡大のため本社を品川区西五反田5丁目に移転

 1990年 9月 業務拡大のため本社を西五反田3丁目に移転

 1995年 5月 本社を西五反田7丁目の現在地に移転／TECS-NET 50台のMacintoshを接続／プレゼンムービーの提案

 1998年 5月 TECS-NET PC 120台に拡大

 2000年 9月 TECS-NET PC 200台に拡大／パソコンでサービス技術情報を利用する。e-Manual（電子マニュアル）を発表

 2002年 5月 翻訳支援ツール「TRADOS」導入／多言語翻訳＝ローカライゼーションサービスを開始 
   中国・深センに現地法人「天佑」を開設。中国でのドキュメンテーションサービスを開始

 2002年 12月 ソニーグリーンパートナー認証取得

 2008年 8月 PPT（パワーポイント）ムービー制作開始

 2009年 2月 PDFムービーマニュアル受注開始

 2010年 1月 テックスPDFムービーマニュアル改訂版発表

 2010年 5月 「テックスハイブリットマニュアル」を発表
   テックスPDF ムービーマニュアルを統合

 2012年 2月 代表取締役碓井佑典は、債務超過によりテックスを任意整理

 2012年 3月 従業員10名は旧テックスより営業権を譲り受け、新規に株式会社テックスを設立、坂野久美子代表取締役に就任

 2016年 5月 中国現地法人「天佑」を閉鎖

 沿革
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Since
     1984
Since
     1984

〒141-0031
東京都品川区西五反田7-1-9 五反田HSビル  

TEL: 03-3493-7811（大代表）  
FAX: 03-3779-0668


