FileMaker Business Alliance（ FBA ）参加社一覧

●

FBA Platinum

●

ボリュームライセンス販売認定パートナー

●

FileMaker 認定技術者

●

FileMaker Go 実績

●

ホスティングサービス認定パートナー

●

医療関連実績
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FileMaker Business Alliance（ FBA ）参加社一覧
（ 2016年 10月 18日現在 ）
●・・・北海道

●・・・東北

P（

●・・・関東

●・・・中部

●・・・近畿

●・・・中国・四国

●・・・九州・沖縄

）
：FBA Platinum

都道府県名
富山県
P（

）
：FBA Platinum

販（

）
：ボリュームライセンス販売認定パートナー

技（

）
：FileMaker 認定技術者有

iOS（

）
：FileMaker Go 実績有

H（

）
：ホスティングサービス認定パートナー

医（

P 販 技

iOS

H 医 会社名
株式会社 DBPOWERS
セントフィールド株式会社
有限会社あさひプロジェクト
オリーブ情報処理サービス株式会社
株式会社シーエスアイ

電話番号
0166-92-5000（本部）
011-302-5555（札幌センター）
011-837-8757
011-272-3480
011-241-4886
011-861-1500

P 販 技

iOS

H 医 会社名
日本インフォメーション株式会社
株式会社匠システム
株式会社オネスト
アイディービー・ジャパン合同会社
有限会社リアルビット

宮城県

キャロルシステム仙台株式会社

山形県
福島県

有限会社エボルバー
プリマックス株式会社

ホームページ
http://saint-f.net
http://www.asahi-pj.co.jp
http://www.olive.co.jp
http://www.csiinc.co.jp

電話番号

ホームページ

019-656-1120
019-637-0132
022-265-6155
022-342-0652
0120-46-0317
022-292-1806

http://www.nicnet.co.jp
http://www.takumi-sys.co.jp
http://www.honest.co.jp
http://idb.jp
http://www.realbit.net
http://www.carolsendai.co.jp

0234-28-8161
024-927-9575

http://evolver.jp
http://www.primax.co.jp

群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県

技（

）
：FileMaker 認定技術者有

iOS（

）
：FileMaker Go 実績有

H（

）
：ホスティングサービス認定パートナー

iOS

H 医 会社名
有限会社シーズプランニング
無線パーツ株式会社
北陸コンピュータ・サービス株式会社
株式会社寿商会
福井キヤノン事務機株式会社
アドバンステクノロジー株式会社
株式会社テクニカルパートナー
株式会社 U-NEXUS
エヌ・エス・ケイ株式会社
株式会社アドヴァンスト・インフォメーション・デザイン
株式会社システックス
株式会社ワークスペース
ネビュラ有限会社
株式会社アイ・アンド・シー
株式会社データファーム
株式会社寿商会
株式会社グッドマン
日本インフォメーション株式会社
株式会社オネスト
ディプロス株式会社
コーメーカー株式会社
株式会社 GOtomedia
株式会社富士通システムズ・ウエスト
株式会社平プロモート
株式会社ケージーテック

石川県
福井県
山梨県
長野県

岐阜県
静岡県
愛知県

電話番号

ホームページ

076-425-5195
076-421-6822
076-495-9822
076-237-6080
0776-53-1811
055-279-1251
026-225-5882
026-217-6037
026-223-3160
0263-78-8003
026-226-7277
0584-82-5819
053-478-4155
054-202-1030
0545-32-7876
052-684-4345
052-774-3114
052-741-7566
052-571-1600
052-857-0121
052-704-6318
0568-27-5900
050-3016-6100
0565-32-6226
052-603-6841

http://www.csplan.jp
http://www.musenparts.co.jp
https://www.hcs.co.jp
http://www.kotovuki.co.jp
http://www.fukuicanon.co.jp
http://www.advance-te.com
http://www.tec-p.co.jp
http://www.u-nexus.com
http://www.nsk-inc.co.jp
http://www.a-i-d.co.jp
http://www.systex.co.jp
http://www.workspace.co.jp
http://www.nebula.co.jp
http://www.iandc.co.jp
http://datafarm.jp
http://www.kotovuki.co.jp
http://www.g-hits.co.jp
http://www.nicnet.co.jp
http://www.honest.co.jp
http://www.dipross.co.jp
http://www.comaker-nagoya.jp
http://www.go-tomedia.com
http://jp.fujitsu.com/group/fwest/
http://www.tairapromote.co.jp
http://www.kgtec.com

近畿

関東
都道府県名
栃木県

P 販 技

http://www.dbpowers.co.jp

東北
都道府県名
岩手県

）
：ボリュームライセンス販売認定パートナー

）
：医療関連実績有

北海道
都道府県名
北海道

販（

中部

P 販 技

iOS

H 医 会社名
株式会社計測技研
東芝メディカルシステムズ株式会社
株式会社システムデザインワークス
株式会社高崎共同計算センター
株式会社レゾナ
ラジエンスウエア株式会社
株式会社アイ・アンド・シー
有限会社ワイズブレイン
株式会社ジェネコム
株式会社ジュッポーワークス
株式会社バルーンヘルプ
株式会社イエスウィキャン
株式会社寿商会
株式会社サポータス
株式会社スプラッシュ
ウェルダンシステム株式会社
株式会社ユニティップス
株式会社国際協力データサービス
株式会社 OfficeConcierge
株式会社マジェスティック
株式会社マイス・ワン
株式会社両備システムズ
株式会社テクニカル・ユニオン
RADIX・CG 株式会社
日本インフォメーション株式会社
アドバンスド・コンサルティング株式会社
株式会社ウィズダム
株式会社エムシス
株式会社オネスト
有限会社考学舎
株式会社ジーネクスト
有限会社バンザイクリエイティブ
株式会社ユーテック
株式会社ナナイロ
株式会社アイソトープ・テクノロジー
株式会社ＯＳＫ
株式会社ぴーぷる
有限会社アイ・ティ・コモンズ
株式会社インフォアイ
株式会社ニューゲート
ミツイワ情報株式会社
株式会社エミック
株式会社 Too
あやとりシステム株式会社
有限会社エクスインターナショナル
有限会社ファクトリー
株式会社ティーアンドアール・サポート
有限会社ドゥ・プラン
株式会社キー・プランニング
株式会社キクミミ
システムロード株式会社
有限会社 T&K オフィス
富士フイルムメディカル株式会社
株式会社フューチャーアクト
アテイン株式会社
アドバンストシステムズ株式会社
株式会社インデックス
株式会社 ALL Rise Group
株式会社コンポート
株式会社システムデザインセンター
合同会社生活習慣病予防研究センター
誠伸商事株式会社
株式会社 ZONZON
とまと情報株式会社
日本電算 株式会社
株式会社ネオワークス
ピーエフシー株式会社
株式会社フェーズ・ワン
株式会社 Freeandopen
BUONO 株式会社
ローリーコンサルティング株式会社
株式会社ともクリエーションズ
ローラン株式会社
株式会社フェアウィン・クリエイティブ・スタジオ

電話番号

ホームページ

028-680-1611
0287-26-6442
0287-48-7687
027-381-8680
0270-30-1278
0495-35-0081
043-297-8024
047-458-7388
03-3235-4680
03-5422-7740
03-6459-4341
03-3797-3921
03-6234-4125
03-5226-5622
03-3530-4812
03-5318-5660
03-5357-7125
03-5276-7052
03-5363-6641
03-5762-7156
03-5216-6661
03-3769-7800
03-3864-4631
03-5210-7733
03-5255-6441
03-6240-8558
03-5341-8171
03-5752-0616
03-5689-5903
03-3498-7758
03-3265-5170
03-6277-8337
03-3222-2323
03-6450-8066
03-5577-4740
03-5610-1351
03-3847-6481
03-5428-8921
03-5816-2522
03-5412-8050
03-6892-3270
03-3398-7900
03-6757-3157
03-4405-9739
03-5766-8730
03-5486-7370
03-5923-0395
03-5784-1608
03-5953-5680
03-5795-4833
03-3553-9812
03-6459-4688
03-6419-8076
03-5712-3755
03-3255-4721
042-525-6295
03-5485-1750
03-5803-2245
042-507-8594
042-576-7706
050-3823-0100
03-5751-3011
03-5843-8737
03-5687-4530
03-5719-2882
03-5809-7772
03-6279-2017
03-6886-3142
03-5778-4420
03-5468-8858
03-6280-5469
045-226-3475
045-212-0390
0463-83-8945

http://www.kgc.co.jp
http://www.toshiba-medical.co.jp/tmd/products/pacs/rapideyecore.html

http://systemdesignworks.co.jp
http://www.tkcc.net
http://www.resona.co.jp
http://radianceware.co.jp/rad/
http://www.iandc.co.jp
http://www.wise-b.com
http://www.genecom.co.jp
http://www.juppo.co.jp
http://www.balloon.co.jp
http://ywc.com
http://www.kotovuki.co.jp
http://supportas.co.jp
http://www.splash.jp
http://www.welldone.co.jp
http://unitips.jp
http://www.icds.co.jp
http://www.office-concierge.co.jp
http://www.majestic.co.jp
http://www.mice-one.co.jp
http://www.ryobi.co.jp
http://www.technicalunion.com
http://www.radix.ad.jp
http://www.nicnet.co.jp
http://www.advancedconsulting.co.jp
http://www.wisdom-tie.com
http://www.msis-net.com
http://www.honest.co.jp
http://ict.kogakusha.co.jp
http://www.gnext.co.jp
http://www.banzai-creative.com
http://jns.utnet.co.jp/smart/
http://nanairo-inc.co.jp
http://www.itec-pro.co.jp
http://www.kk-osk.co.jp
http://www.people.co.jp
http://it-komons.jp
http://infoeye.com
http://www.newgate.co.jp
http://www.mit.to
http://www.emic.co.jp
http://www.too.com/product/service/filemaker/
http://ayatorisystem.com
http://db-pro.net
http://www.factory-1987.co.jp
https://www.tandr.co.jp/fm/
http://www.do-plan.co.jp
http://www.key-planning.co.jp
http://www.kiku33.com
http://www.road.co.jp
http://www.system-db.info
http://fms.fujifilm.co.jp
http://www.future-act.co.jp
http://www.attainj.co.jp
http://www.asco.jp
http://www.index-inc.co.jp
http://www.ar-group.co.jp
http://www.conport.jp
http://www.sdc-mall.co.jp
http://www.jrisp.com
http://www.seishin.co.jp
http://zonzon.jp
http://www.tmt.co.jp
https://www.nd-inc.co.jp
http://www.neo-works.jp
http://www.pfc.co.jp
http://www.phase01.jp
http://www.freeandopen.co.jp
http://buono-inc.jp
http://www.roryconsulting.com
http://www.tomocre.com
http://www.rolan.co.jp
http://www.fairwin.com.hk

都道府県名
三重県

P 販 技

iOS

H 医 会社名
株式会社パワービー
株式会社トーチ
株式会社東洋
株式会社ジュッポーワークス
トップオフィスシステム株式会社
三栄メディシス株式会社
株式会社東洋
株式会社ジュッポーワークス
株式会社バルーンヘルプ
株式会社未来 Switch
トップオフィスシステム株式会社
株式会社インフォトレック
株式会社クレスト
株式会社両備システムズ
あっとクリエーション株式会社
日本インフォメーション株式会社
株式会社オネスト
有限会社空間考房
株式会社ＩＴＴＳ
オフィストゥルー有限会社
株式会社ツールボックスシステム
株式会社アイフロント
あさひ高速印刷株式会社
わん太郎株式会社
アリマシステム開発有限会社
株式会社シータ
株式会社アランズ
株式会社エルモ
フィラーシステムズ株式会社
パットシステムソリューションズ有限会社
株式会社美幸商店
有限会社考学舎
吉岡印刷株式会社

滋賀県
京都府

大阪府

兵庫県
奈良県

電話番号

ホームページ

059-359-6171
059-223-7339
075-591-5111
0120-108-154
075-572-3132
075-502-0066
075-591-5111
06-6354-5410
06-4805-7555
06-6809-3297
06-6447-0855
06-6360-0680
06-6445-2070
06-4807-3090
06-6459-7474
06-6265-8045
06-6947-4777
06-6232-5818
06-6226-7330
06-4799-9188
06-6761-8606
06-6941-5401
06-6448-7521
06-6346-1003
090-8167-2187
050-3691-5417
050-3681-1235
06-6443-6691
06-6441-2155
078-595-0824
078-733-5369
0747-68-9190
0745-69-2032

http://powerb.co.jp
http://www.torch-dev.com
http://www.toyo-group.co.jp
http://www.juppo.co.jp
http://www.topoffice.co.jp
http://www.san-ei.com
http://www.toyo-group.co.jp
http://www.juppo.co.jp
http://www.balloon.co.jp
http://www.mirai-switch.com
http://www.topoffice.co.jp
http://www.infotrek.co.jp
http://www.crest-inc.co.jp
http://www.ryobi.co.jp
http://www.at-creation.co.jp
http://www.nicnet.co.jp
http://www.honest.co.jp
http://www.space-web.co.jp
http://itts.co.jp
http://www.officetrue.co.jp
http://www.sunfusion.net
https://www.aifront.co.jp
http://www.ag-media.jp
http://www.wantaro.jp
http://www.eonet.ne.jp/~arimasystem/
http://www.theta.co.jp
http://www.aranns.com
http://www.elmo-c.jp
http://fsz.co.jp
http://www.pattosystem.com
http://miucuit.jp
http://ict.kogakusha.co.jp
http://www.yoshioka-insatsu.co.jp

中国・四国
都道府県名
島根県

P 販 技

iOS

H 医 会社名
株式会社グラス
株式会社ツールボックスシステム
株式会社両備システムズ
ワンネス株式会社
株式会社岡山情報処理センター
友野印刷株式会社
株式会社 ZONZON
株式会社アプト
株式会社ビジネスアシスト
株式会社エレパ
株式会社ジョイメイト
株式会社エレパ
エーアールシステム株式会社
株式会社エレパ
株式会社ニーズウェア
有限会社オー・エス・ジー
キカイ・ジャパン合同会社
株式会社エレパ
株式会社高知システムズ

岡山県

広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県

高知県

電話番号

ホームページ

050-3562-2075
0854-82-7791
086-264-0133
086-206-5120
086-227-1152
086-255-1101
082-504-7787
0836-22-8468
083-229-1280
088-679-9086
088-655-3988
087-813-9990
087-887-3229
089-915-0688
050-3736-6135
089-957-6234
089-908-4363
088-884-0686
088-826-7003

http://goo-us.com
http://www.sunfusion.net
http://www.ryobi.co.jp
http://www.oneness.pro
http://www.oec-o.co.jp
http://www.tomono.co.jp
http://zonzon.jp
http://www.apt7.co.jp
http://b-assist.co.jp
http://www.elp.co.jp
http://joy-h.com
http://www.elp.co.jp
http://www.arsystem.net
http://www.elp.co.jp
http://www.needsw.com
http://www.osg-sys.co.jp
http://www.kikai.jp
http://www.elp.co.jp
http://www.ksco.co.jp

九州・沖縄
都道府県名
福岡県

佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

P 販 技

iOS

H 医 会社名
株式会社ジェネコム
株式会社両備システムズ
株式会社オネスト
株式会社クロスウェブ
株式会社テクノネットワーク
三栄メディシス株式会社
トラスト・センス株式会社
有限会社ヨナ・システム開発
システムビジョン有限会社
株式会社イノス
有限会社グローブネットシステム
株式会社インターメディア・プランニング
株式会社リアルワークス
株式会社ユビキタステクノロジー
株式会社エム・サーブ
株式会社フォーエバー
株式会社システムメディア
有限会社バンザイクリエイティブ
グローバルネットワークサービス株式会社
有限会社デジタルドリームワークス

電話番号

ホームページ

092-791-5024
092-434-9033
092-432-3777
092-434-9340
092-410-9012
092-600-1023
092-511-1883
092-403-7422
092-985-1536
092-472-9847
0952-28-3072
095-813-0781
096-335-8877
097-594-3001
0985-41-5166
099-821-7800
099-284-2016
050-3571-2700
098-988-0160
098-917-6037

http://www.genecom.co.jp
http://www.ryobi.co.jp
http://www.honest.co.jp
http://www.crossweb.jp
http://www.tnw-net.com
http://www.san-ei.com
http://www.trust-sense.co.jp
http://www.yonah-systems.co.jp
http://www.systemvision.jp
http://www.inos.co.jp
http://www.globenet.jp
http://www.impco.jp
http://www.real-works.jp
http://www.ubtc.co.jp
http://www.m-serve.net
http://www.forever.co.jp
http://www.sys-media.co.jp
http://www.banzai-creative.com
http://www.gnsjapan.jp
http://www.ddwnet.com

医（

）
：医療関連実績有

ノースアジア FBA および日本 FBA の海外拠点
●・・・アメリカ
日（

）
：日本語対応

英（

●・・・韓国
）
：英語対応

韓（

●・・・香港
）
：韓国語対応 中（

）
：中国語対応

技（

）
：FileMaker 認定技術者有

アメリカ
日 英 韓 中 技 会社名
Los Angeles Majestic, Inc.

USA

電話番号

メールアドレス

ホームページ

+1-310-801-6548

funakoshi@majesticla.com

http://www.majesticla.com

韓国
日 英 韓 中 技 会社名
BinKorea
BeyondTech
KITT
Didim solution
BasilCode

KOREA

電話番号

メールアドレス

ホームページ

+82-31-251-2084
+82-2-6290-1350
+82-2-565-6544
+82-31-214-1478
+82-507-1451-1507

filemaker@binkor.com
filemaker@beyondtech.co.kr
kitt_fm@kitt.co.kr
hcchung@didimsolution.com
fmkbae@basilcode.com

http://www.binkor.com
http://www.beyondtech.co.kr
http://kitt.co.kr
http://didimsolution.com
http://www.basilcode.com

香港
日 英 韓 中 技 会社名
Balloon Help International Ltd.
Fairwin International Limited

HONGKONG

電話番号

メールアドレス

ホームページ

+852-3519-6616
+852-2380-5545

info@balloon-int.com
hkinfo@fairwin.com.hk

http://balloon-int.com
http://www.fairwin.com.hk

教育コンテンツを提供するパートナー
教育コンテンツ 提供サービス
都道府県名
東京

サービス名

ホームページ

電話番号

会社名

動学 .tv
パソコン教室アビバ

dougaku.tv
http://www.aviva.co.jp/filemaker/

03-3255-4721
0120-333-336

アテイン株式会社
株式会社リンクアカデミー

FileMaker Go
サンプルファイルを今すぐチェック
http://fmgo.jp

ダウンロード可能なソリューション例
iPad で簡単タイムカード

GPS 対応システム

保守作業報告書システム

マニュアル作成

見積発行・承認システム

POS レジ・商品カタログシステム

販売支援システム

電子カタログ管理システム
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