Since
1984

会社案内

渡りの途中とある湖に降り立った鴈は、いつしか湖畔の気のいい住民から餌
を与えられ続け、
まるまると太ってしまいました。厳しい冬が来て南へ飛び立
つ時がきてもグズグズ過ごしていたある日、湖に臨む険しい山肌から突然雪
崩が、湖で微睡んでいる鴈の群れに襲いかかって来ました。鴈は素早く飛び
立つことは出来ずに大きな雪の塊とともに湖に沈んでしまいました。
テックスはどんな時も敏捷に、いつでも飛び立てるよう精進してまいります。
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Localization Group

= TEchnical Communication Strategies

テックスは技術系に特化したドキュメンテーション制作実績37年目*のプロ ダクションです。

Creative G.

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。

Document Design G.

Localization G.

わたしたちテックスは、先進の IT を駆使し、
最先端のソリューションを提供する
ドキュメンテーション制作のプロフェッショナル集団です。

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」
「ドキュ メントデザイン」
「ローカライズ」の 3 部門に分けています。
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。
弊社では、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。
＊1984年創業

研究・開発

動画マニュアル／プレゼンムービー

製造

プロモーションツール

各種ドキュメント

プレゼンツール

メンテナンスマニュアル

営業・販売



広報・宣伝




ユーザーズマニュアル・取扱説明書
セールスマニュアル

アフターサービス

会社案内

コンプライアンス

サービスマニュアル

Web 制作

カタログ

多言語展開・ローカライズ

海外展開

取扱説明書・組立説明書・オーナーズマニュアル
国内・外資系家電メーカーや IT 機器メーカーなどから受注があり、
コンシューマー向けの取扱説明書から産業機器のオペレーション
マニュアルに至るまで、さまざまな分野を手がけています。

ムービーマニュアル・パワーポイントマニュアル
Document Design G.

Localization G.

Creative G.

複雑な操作方法や、言葉ではなかなか伝えきれない動きなどもわかりやすく伝えることができます。
写真ではわからない内部の複雑な動きなどもアニメーションやムービーを使えば、視覚的に伝えられ、
学習やトレーニングにかかる時間、コストを大幅に節約できます。また、ムービーは Web ページや
PowerPoint マニュアルに組み込むことで、さらなる効果を発揮することができます。

Creative G.

Localization G.

取扱説明書

ルーター機器の
マニュアル制作

HEMS（ホームエネルギーマネジメント
システム）マニュアル制作

HTML マニュアル
ブラウザで見ることができるので、
紙媒体ではできない動画などのコン
テンツも埋め込むことができます。

船舶用バラスト水管理システム
のマニュアル制作

美容機器のマニュアル
タブレットデバイスのアプリ操作説明動画

カタログ・パンフレット類
販売促進用のカタログ・パンフレット
の企画から制作まで世界の一流企業
のものを手がけています。

チュートリアルムービー

トレーニング PDF マニュアル

クラウドシステム操作説明動画

プロモーション・商品紹介ムービー
Creative G.

Document Design G.

Localization G.

テックスでは、精密機器関連の 3DCG やアニメーションの制作などを得意としています。
実際の動きをアニメーションにすることで、内部の複雑な構造や動きなどもわかりやすく
伝えることができます。

Creative G.

Document Design G.

CMS と組み合わせる
ことで、軽微な改訂は
お客様サイドでおこな
うことができ、コスト
をかけずスピーディー
な改訂運用が可能です。
詳しくはWebページをご覧ください。

www.tecs.jp/ourworks
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HTML マニュアルタブレットの
Web マニュアル（取扱説明書）

ソニースマートカメラの製品説明ムービー

製品紹介動画（産婦人科機器）

スマートフォン開発コンセプト紹介ムービー

タブレットの機能紹介ムービー
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Creative G.

クリエイティブ部門
エンドユーザーや販売促進のために製品情報を
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制作します。
カタログや会社案内は、コンセプト立案から、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、ビデオ映像プラス撮影では不可能なシーンを、IT を駆使した多彩で豊かな表現により制作した動画「テックス プレ ゼンムービー」は、

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

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

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.

Service Meister System

Adjustment
ability

Gold Meister

Customer

展示会やイベント会場・プレゼンテーション等で使用され、高い評価を得ています。

Operation

Inquiries
Disturbance
notification

Trouble response

support

Periodic inspection

No. of years’
experience

Call Center

Technical
support

• Parts Center
• Manufacturing Dept.

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

IHI Logistics & Machinery Co., Ltd.
Sales
support

Computer
System support

IHI Scube

Industrial Logistics Sector

Pengurangan Jumlah Pemadaman Listrik
akibat Kegagalan Komponen Boiler (1/2)

Quality & License

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

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.

Offering a high-quality logistics service for peace of mind.
Construction license types
We have obtained 23 types of work licenses, allowing us to respond to any logistics service request.

Information-sharing

Lainnya 3,2%

Header 7,6%

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

Maintenance support service

Civil engineering

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

Client

Carpentry

Service center

ILIPS

Waterproofing

Reinforcement works

Machinery & equipment installation

Roofing

Dredging

Joinery works

Plumbing

vehicle named Epsilon lifted off from Japan inNo.0073-ISO9001
the summer of 2013. On Jan. 18,
2019, Epsilon-4, was launched from Uchinoura Space Center with 7 small
satellites on board to demonstrate the new multi-satellite launch capability.

IHI Group’s products and services. Currently, it is operating on over 300 devices.

企画

お客様の製品プロモーション

制作

販促・宣伝

販売

アフターサービス

市場展開（海外展開）

IHI Logistics & Machinery

■

Drawing on Japanese innovations in rocket technology, this reliable,
user-friendly launch vehicle offers a next-generation ground operation system,
high injection accuracy, and improved payload environment.

■

As the main contractor for the design and manufacture of this new rocket, IHI
Aerospace has made significant contributions to the Epsilon project in the
areas of rocket systems integration and component development.

Kerusakan pada komponen tekanan boiler

Multi-Satellites deployment structure
(Max 3 Satellites)
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E-SSOD

3rd Stage SRM

Avionics

セールスマニュアル

ウェブサイト構築

テックス プレゼンムービー
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。

パワーポイントなどのプレゼンテー
ション資料を、よりアピールする内
容にブラッシュアップします。

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。

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 LP（ラン
ディングページ）のご提案もします。

企画書をリファイン／リメイク

一般ユーザー向けにわかりやすく

販売活動の標準化

他社と差がつくサイト運営

Interior finishing

Paving

Heat insulation works

Masonry

Sheet metal works
Painting

26 m

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
IHI Logistics & Machinery
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2.6 m
96 metric ton
SSO (500km×500km) ：600 kg

Epsilon Launch Vehicle #4
January 18, 2019 (09:50:20)
Uchinoura Space Center

L EO (250km×500km) ：1,400 kg
© JAXA

Flight No.

1st Stage SRM
Separation Systems

H-IIA Heritage

No. 1

Launch Date and
Time (JST)
Sep. 14, 2013
14:00

Payload (s)
Hisaki (SPRINT-A)
Spectroscopic Planet
Observatory for Recognition of
Interaction of Atmosphere

Orbit
LEO
Apogee 1,150 km
Perigee 950 km

No. 2

Dec. 20, 2016
20:00

Arase (ERG)
Exploration of energization and
Radiation in Geospace

High Elliptical Orbit
Apogee 33,220 km
Perigee 219 km

No. 3

Jan. 18, 2018
06:06

ASNARO-2
Advanced Satellite with New
system Architecture for Observation

SSO
Apogee 509 km
Perigee 494 km

No. 4

Jan. 18, 2019
09:50:20

Innovative Satellite Technology
Demonstration-1
• RAPIS-1
• MicroDragon
• RISESAT
• ALE-1
• OrigamiSat-1
• Aoba VELOX-Ⅳ
• NEXUS

SSO 500 km

マルチメディアへの展開

Web 動画

展示会パネル

会社案内・製品カタログ

Specifications

Launch
Capability

2nd Stage SRM

Lightband® 8 inch

M-V Heritage

取扱説明書（多言語展開）

Items

Launch Weight

Post Boost Stage

(1st Separate)

Total Length
Diameter

(CubeSat Deployer) (Max 3Ux3)

Satellites

Payload Fairing

プレゼン資料

Steel structure works

Plastering

License number: Tokyo mayor license (General-26) No. 70624
Fire protection facilities works

ISO9001: 2008 certification obtained
In order to offer even better products and services, we have obtained the international quality standard, ISO9001.

Epsilon Launch System

JICQA registration mark RvA certification mark JAB certification mark
Kebocoran
pipa
* ILIPS (IHI group Lifecycle Partner System)
■ Developed as efficient means to place small payloads into orbit, a new launch
Total
: 206
IHI Group’s remote
monitoring system common platform. Developed with the aim of sophisticating and integrating
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Koil
36,2%

Electrical works

Building

Glazing

Tile/brick/block works

Scaffolding/earthworks

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

IHI group Lifecycle
Partner System

W/W
37,3%

Pipa
15,7%

Meister

Trouble
responsiveness

Parts supply
support

Service headquarters
Technical support group

Experience with
highly-difficult work

General Service
Personnel

Service Center
Design
support

Logistics plant
Operations headquarters

取扱説明書

日本語版

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。
（オンデマンド印刷対応）

Corporate Profile

タブレット

企画から取材・撮影、執筆まで

Document Design G.

Web サイト展開

スマホ
カタログ

ドキュメントデザイン部門
マニュアル（取扱説明書・使用説明書）の制作のプロセス
マニュアル（ドキュメンテーション）の作成手順

Technical Documentation
情報収集

お客様の取説制作の流れ

業者選定
実機・製品のガイダンス

制作会社選定

NDA 締結
参考情報提供

見積書検討
既存マニュアル・関連資料
設計資料・カタログ資料 など

正式発注
基本契約書締結

校了

取説進行管理／修正点のフィードバック

客先印刷／同梱
Website アップ

発注書

多言語展開
テックスの制作の流れ

初回ヒアリング
お困りのこと／ご要望目指している
取説のイメージなど、お話を伺います。
訪問 or オ
 ンライン打ち合わせ
Zoom, Skype, Teams, etc.

概算見積書作成

提出

提供資料整理 提供資料の読み込み 精査
見積り提案要件の整理 体裁・ページネーション
スタイル・DTP ソフト 納品形態等の検討

IEC = International Electrotechnical Commission = 国際電気標準会議

見積書に基づき

これからのマニュアルは
国際規格が標準 です！

テックスでは、IEC 82079-1 に沿ってドキュメンテーションを制作しています。
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 の使用説明の提供基準

リスクの最小限化

コミュニケーションの質

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

作成は、チェック及び校正を

又は病気のリスク、製品の破損、誤作動又は非

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

効率な動作のリスクを低減する告知情報を明示
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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、
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。

納品
印刷用 PDF
Web 用 PDF
印刷物納品
DATA or 印刷物

下記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 – Part 1:
General principles and detailed requirements 使用説明の作成ー構成，
内容及び表示方法ー 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。

安全に関する情報

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書や、損傷

校正提出

必要に応じて取材（実機の借用 実機の操作検証）
1校
コンテンツ（目次構成）に基づき制作に入る
再校
コピーライテイング イラスト制作（実機撮影 イラスト作成）
最終校正
DTP 作業（表紙デザイン・ページレイアウト）
動画マニュアル
Web マニュアル制作（HTML・レスポンシブ・CMS 仕様／ PDF 版）

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

製品の一部としての使用説明

しなければならない。

制作

内容詳細検討

内容構成（コンテンツ）の具体案作成
（目次・ページネーション作成）
スケジュール立案（工程表作成）

完成・検収

●テ
 クニカルコミュニケーションの
高度な能力

含め、専門的知識を持った執 ● 地
 域の言語に関する確かな能力
筆者または専門家の責務とし ● テ
 ーマの分野に関する知識・理解力
なければならない。次の能力 ● 使
 用説明を作成する一連の行程に
を備えていなければならない。

関する知識と能力

使用説明保持の重要性

言語

安全

常時対応

販売国の公用語で提供しなけれ

● 安全のための注記

製品の予想耐用年数の間、供給

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責任を
もたなければならない。

● 製品安全ラベル・
安全標識

● 警告メッセージ

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。
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Localization G.

ローカライズ部門
世界40言語以上をカバー。
あらゆるツールのローカライズで海外展開を強力にお手伝いいたします。
海外現地翻訳会社と業務提携、各分野に習熟したネイティブと弊社熟練コーディネーターとの協働でヨーロッパ、アジアを中心 に世界 40 言語以上に対応。
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 提供いたします。

企画・開発

お客様のプロモーションプロセス

設計・製造

販売

販促・宣伝

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

世界各地の翻訳会社と業務提携

的確な用語選択により翻訳します。

System component equipment

2.3.17 TRO unit
The TRO unit is used to measure the TRO in the ballast water.
There are two types of TRO unit according to the purposes, which are for control and for
supervision. It is a unit that consists of suction pump, drainage pump, level sensor, JB box,
drainage tank, and TRO meter main body (DPD online residual monitor).
Front view

Side view

SERVICE

2

®

Shuttle

&

Server

®

案例示意图

JB box

高效化也作为关键因素，受到广泛的重视。

Level sensor

IHI Shuttle & Server® 正是满足了用户的多样化需求，利用多台穿梭机完成高速
的高效。
该系统将作为用户的核心系统，以高速度和高应变能力，满足日益多样化的需求。

优势

1

待发货、
分类型

Level sensor
(overflow)

高速运行的多台穿梭机可同时出入仓库，发挥其出色的处理能力。
Ⅰ型是按单层货架运行的穿梭机。

Drainage tank

Ⅱ型是具有升降功能的穿梭机，可管理多个货架层的出入库。

TYPE

2

Ⅰ

处理单层货架的穿梭机
完美实现了高速分拣的目的。

3

The TRO meter uses three types of chemical (indicator reagent, DPD powder, and buffer
solution) for TRO measurement.

分拣、
补货型

Ⅱ

处理多个货架层的穿梭机
具备出色的分拣能力的同时，
节省了运行成本。

The indicator reagent is used by mixing the DPD powder. To prevent oxidation of the indicator reagent component, a cold storage unit is installed in the TRO meter, which keeps
the temperature of the indicator reagent at 24°C or less.

The indicator reagent turns pink if it reacts with the TRO in the sample water, and TRO
can be measured by quantifying the degree of color development.

Shuttle & Server 具备了多层旋转式货架强大的出入库功能和堆垛式

更多选项

节能、低噪音的配置。

周转箱滑动式堆垛机

穿梭机的机身十分轻盈，与同等规模的自动化仓库相比，大幅降低了

周转箱含仓储笼式堆垛机

NOTICE

电力的消耗。不仅如此，系统还采用了较小体积的驱动装置，让工作
环境更加安静。

优势

4

柔性化操作模式。
在线，远程，手动的操作模式和彻底实现单元化的各个装置，不仅适
用于正常的运行操作，也适用于处理紧急情况。此外，穿梭车的轨道
附近，可设置维修通道，方便工作人员自由通行。即使系统遇到临时
停运的情况，也能迅速实现出库作业。

优势
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MAX 80kg/货架

适用于多种形状的货物。

聚氨酯泡沫

多功能货叉可搬运不同形状的货物，与柔性化设计的系统完美呼应。
同时，货架会根据货物的大小，自动分配至不同的库位，确保存储空

• To obtain accurate measurement values from the TRO unit,
replace the indicator reagent every 90 days, and the buffer solution every year.
• To maintain the cold storage function, be sure to constantly supply
the power to the cooling device. Also, do not block the fan at the
right side of the instrument case.

升降单元
标准开口尺寸

多功能货叉

多功能货架

● 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

トラドスシステム

2-30

翻訳メモリを共有

SDL Trados® を活用

翻訳者 C

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

他

※その他の言語についても対応いたします。

货叉

间得到充分利用。

● 英語



The buffer solution is used for adjusting the pH of the indicator reagent.

分拣功能强大，充分节省空间。
自动仓库出色的存储功能，完美地合为一体。系统整体采用了简洁的
布局设计，最大限度地减少了无效空间。

优势

Suction pump

多台穿梭机高速出入仓库。

TYPE

优势

による正確で高品質なサービス

Drainage pump

在多品种小批量、高准时性，高频次等需求迅速增长的趋势下，

且同时间的出入库。在备货－分类－分拣－补货等各作业环境下，实现了无可比拟

し、経験豊富なネイティブ翻訳者
を提供しています。

TRO meter

Overview of BallastAce

Shuttle & Server

海外翻訳会社との連携
現地翻訳会社と提携

技術情報に精通した翻訳スタッフが

市場展開（海外展開）

主な取扱言語（40 言語以上）

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。

技術文書をネイティブ翻訳

アフターサービス

翻訳支援ソフト、トラドス（Trados）を導入し、

翻訳者 B

各翻訳者の訳文と原文をデータベースに保存し、

翻訳メモリ

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

翻訳者 D

翻訳者 A

コーディネーター

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。

Our Profile
沿革

会社概要
会社名： 株式会社テックス（TECS Corporation）
代表取締役会長： 碓井 佑典
代表取締役社長： 坂野 久美子
取締役： 碓井 宏典
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 UFJ 銀行

五反田支店

ホームページ： https://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（代表）
FAX： 03-3779-0668

主な取引先
ソニーグループ（株）、富士フイルムシステムサービス、アート、セブジャパン、リビングテクノロジー、コロナ工業、
プラス、オークローンマーケティング、キヤノン電子、JFEE、さつき、サンデン、カインズ、デンソー、CONAIR、

1984年 1月

 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。
東
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

 社を西五反田 7 丁目の現在地に移転／ TECS-NET 50 台の Macintosh ／
本
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

 ECS-NET PC 200 台に拡大／
T
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

 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
翻
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
2012年 2月

テックスは任意整理を行い解散

2012年 3月

坂野久美子は新設株式会社テックスの代表取締役に就任

横河電機、amnimo、ソフトバンクロボティクス、メテオ APAC、イーアンドケー、コンバテックジャパン、

2016年 5月

中国現地法人「天佑」を閉鎖

デクセリアルズ、シーズンテック、大橋知創研究所、タイカ、コスモスエンタープライズ、Iruka、三友精機、

現在に至る

QVC、藤倉ゴム工業、アイデス、ジオメトリーグローバル、サントリー食品インターナショナル、坂戸工作所、
トリプル・ダブリュー・ジャパン、ECAD、エレコム、ブルーマチックジャパン、ラドンナ、大崎電気工業、セムコ、

新たに設立した株式会社テックスに営業権を譲渡

ネクストエナジー、ゼリック、東都フォルダー工業、ドウシシャ、日本板硝子、CORED、SOYMIL、傅心堂、
オーダーメードメディカルリサーチ
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