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【NXテクニカル･パートナー様 掲載一覧】

・株式会社アスク
・株式会社アドソフト
・株式会社アフォード・ビジネス・コンサルティング
・株式会社ウィクレソフト・ジャパン
・株式会社WINGS
・株式会社エイム・ソフト
・株式会社SKB
・株式会社オンザマーク
・北ガスサービス株式会社
・キヤノン電子テクノロジー株式会社
・株式会社KYOSO
・株式会社共達
・クオリサイトテクノロジーズ株式会社
・株式会社クラフトマン
・株式会社シーエスサービス
・ＪＢパートナーソリューション株式会社
・株式会社システムトーク
・株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー
・データプライズ・ソリューション株式会社
・ナビオコンサルティング株式会社
・株式会社ナブアシスト
・株式会社ネスコウイング
・株式会社東日本技術研究所
・株式会社ホープス
・北港情報サービス株式会社
・株式会社RayArc

※本資料に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標です。
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【連絡先】 http://www.ascnet.co.jp/
株式会社アスク 担当：垂水 誠
TEL：03-3709-0918 E-Mail： webmaster@ascnet.co.jp

パッケージ導入への豊富な経験を活かしNXに参画

当社は会計、人事給与パッケージに対し豊富な経験、蓄積された
ノウハウにより、様々な業種のお客様に対し設計・導入・保守を
始めアドオン開発までトータルサポートを提供します。

【弊社の特長】
・その他、販売管理・ＢＩツールなどのソリューションにも対応

【連絡先】 http://www.afford.co.jp/
株式会社アフォード・ビジネス・コンサルティング 担当：豊崎
TEL：052-990-9132 E-Mail：toyosaki@afford.co.jp

経営とビジネスの視える化を実現します

当社は「ITパッケージの効果的活用による経営・ビジネスの視える
化を実現する」を旗印に、経営企画・経理・総務といった企業の
バックオフィスに対して管理会計や内部統制、固定資産管理等の
コンサルティングおよびSuperStream等の各種パッケージソフトの
インストラクター・活用指導を行う会社です。

SuperStream-NX
テクニカル･パートナー様のご紹介

弊社は地元、九州および中国地域で情報システムソリューション
事業を行っており、SuperStream-NXのカスタマイズおよび
アドオン開発に実績がございます。
SuperStream-NX認定技術者による要件ヒアリングから運用保守
まで、最適なソリューションをご提供致します。

SuperStreamで九州地方を元気に!

【弊社の強み】
・地域密着型のサービスおよびサポート対応

株式会社アドソフト https://www.ad-soft.co.jp/
＜連絡先＞TEL：092-483-0020／ E-Mail：webmaster@ad-soft.co.jp

担当：龍、岩谷

※本資料に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標です。
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【開発実績】
・NXアドオン開発実績

・ホームセンター様向け
会計システムアドオン開発

・損保会社様向け
会計システムアドオン開発

【連絡先】 https://www.tyowings.co.jp/
株式会社WINGS 営業部 担当：福本
TEL：045-682-7771 E-Mail：fukumoto0024@tyowings.co.jp

「NXアドオン開発をWebPerformer」で素早く
開発！
私たちは膨大なデータを最適化し、システム全体の効率を飛躍的に
向上させることに成功して参りました。また、超高速開発ツールの
WebPerformerの実績も十年以上ありSuperStreamとの連携におい
てもかなりのパフォーマンスを発揮できるものと確信しております。
【弊社の強み】・SuperStream-NXで開発実績が多数あり、特に
ＮＸでのアドオン開発を強みとしております。

SuperStream-NX
テクニカル･パートナー様のご紹介

【連絡先】 URL http://aim-soft.co.jp 
会社名：株式会社エイム・ソフト 担当：小林 学
TEL：03-6826-1235 E-Mail： info@aim-soft.co.jp

NXアドオン開発、コネクト開発はお任せください
NXアドオン開発での開発実績を確実に増やし、これからも会計を中心にアドオン開
発を支援いたします。WPFでの開発実績も豊富にございますので、画面開発におい
てお困りごとございましたら是非当社へご連絡ください。

また、ETL、EAI等のデータ転送ツールでの開発実績を豊富に持ち合わせております。
コネクトやDataSpider等のデータ連携、I/F開発も軽微な改修、VER．UPからまとまった新
規開発までも請け負わせていただきます。

※本資料に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標です。

【連絡先】 http://www.wicresoft.jp/
営業本部 営業部 担当：佐藤 進、佐山 憲司

TEL：03-6258-0450
E-Mail：satos@wicresoft.com（佐藤：サトウ）

ksayama@wicresoft.com（佐山：サヤマ）

NX移行提案と周辺開発で会計業務をサポート！

弊社は昨年度からSuperStreamの取り扱いを開始しました。
COREからNXへの移行作業のみならず、アドオン開発も得意としております。
ソリューションビジネスやアウトソーシングビジネス等を柱としておりますので、
導入支援だけでなく、システム開発及びインフラ構築を担うことが可能です。
移行や開発のご要件がありましたら、ぜひお声かけください。
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SuperStream-NX
テクニカル･パートナー様のご紹介

【連絡先】 URL：http://www.onthemark.co.jp/
株式会社オンザマーク (ON THE MARK Co.,Ltd)

技術管理部 ITEグループ 担当：尹 春香(いん しゅんか)
TEL：045-412-3526 E-Mail：kaikei-jinkyu@mlx.onthemark.co.jp

導入要件定義から保守までご支援いたします
SuperStream-NX導入には、会計業務経験の豊富なメンバーを中心に、
ユーザー様の課題解決に向けた最適なソリューションをご提供させて頂
きます。

【基幹システム連携における強み】
当社は、販売・生産管理・在庫管理など基幹システムの構築の実績・経
験も多く、基幹システムとの連携においてこれらのノーハウを生かした
ご支援を提案します。

【連絡先】 http://www.kitagas.co.jp/
北ガスサービス株式会社 システム営業部 担当：足達 祐介 (あだちゆうすけ)
TEL：011-792-8236 E-Mail：yusuke.adachi@kitagas.com

北海道に適したエネルギー社会を
SuperStreamとともに構築！！

CR・AP・FA・FL連携のアドオン・ツールの各種開発、グループ10社の
会計システムの維持メンテと運用サポート、NX移行を行っております。
【特筆すべき事項】
・基幹の調達購買システムとの会計・支払情報連携
・独自開発の建設仮勘定システムと固定資産管理との連携
・CR・AP・FAのデータを活用した照会システムの構築、BIによるデータ分析
・アドオン開発の焼き直しを含むグループ10社のNX移行

※本資料に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標です。

【連絡先】 http://www.skb-skig.co.jp/
株式会社SKB システム部 担当：山本真之
TEL：03-6277-8151 E-Mail： yamamoto.masayuki@skb-skig.co.jp

幅広いNX製品の導入実績！

統合会計、固定資産管理、グループ経営管理、手形管理オプション
ファクタリングシステム、NX-Connect、iWFM-Editor の導入及び
開発に実績があり、強固で安定したサービスを提供いたします！

【当社の特長】
・各種NX外部データ取込CSVファイル作成ツールの無償提供
・COREからNXへの移行実績多数

http://www.onthemark.co.jp/
http://www.skb-skig.co.jp/product/ss.html
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SuperStream-NX
テクニカル･パートナー様のご紹介

【連絡先】 https://www.canon-electec.co.jp/
キヤノン電子テクノロジー株式会社 営業企画推進室 SuperStream担当
TEL：03-6432-4470 E-Mail： sales-info@canon-electec.co.jp

基幹業務系の豊富な導入経験が強み

当社は「SuperStream-COREの自社導入経験とそのノウハウ」、
「SuperStream-NXへの移行経験」、そして長年にわたる基幹業務
系システムの開発・導入経験から得られた「業務知識」を強みとして
います。
今後は、SuperStream-NX認定技術者を中核に統合会計の移行
ビジネスにも積極的に取り組んでまいります。

※本資料に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標です。

【連絡先】 https://www.kyoso.co.jp
株式会社ＫＹＯＳＯ ビジネスソリューション事業部 担当：上羽 寛
TEL：06-6203-8158 E-Mail：superstream@kyoso.co.jp

SS×AWS×DataSpiderがKYOSOの強みです！
SuperStream-NXの取り扱いを開始させて頂き１年が経ちました。

NXのデータベースを利用したアドオン開発、 DataSpiderを用いた
データ連携機能開発を行いました。

近年は、AWS等のクラウドサービスに力を入れており、様々な
サービスを組み合わせた構成を提案し、オンプレミスに比べて迅速
でフレキシブルな構築を実現します。

今後は、SSとのデータ連携を中心としたビジネスで、お客様のビ
ジネスに貢献したい所存です。

【連絡先】 http://www.cncsys.co.jp/
株式会社共達 第一事業部
TEL：03-5419-3550 E-Mail：hideki.sato@cncsys.co.jp

NXシリーズの豊富な開発実績が共達の特徴

固定資産管理から最新バージョンの統合会計まで、また、データ移行
支援ツールの開発にも参画しております。更に特定お客様向けカスタ
マイズなども行っており、豊富な実績がございます。

【当社の特徴】
・上流工程から下流工程までの動員力がございます
・オフショア開発が実現でき、開発コスト削減に貢献いたします
・「高品質、短納期、低コスト」の実現、並びに納品後のフォローの

充実が、弊社サービスの強みとなります

担当：佐藤 英樹
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SuperStream-NX
テクニカル･パートナー様のご紹介

【連絡先】 http://www.qualysite.co.jp/
クオリサイトテクノロジーズ株式会社 Java開発事業部 担当：大鈍内 龍一
TEL：0980-50-0600(代表) E-Mail：info@qualysite.co.jp

豊富なSuperStream-NX製品知識を保有

弊社ではリリース当初よりSuperStream-NX 統合会計、固定資産
管理の開発に携わってまいりました。
常に最新の製品開発に携わり新機能の知識を保有しております。
【弊社の特徴】
開発エンジニアにNX認定技術者がいます。
・認定資格数 Specialist：5件
・認定資格数 Professional：3件

【連絡先】 http://www.crman.co.jp/
株式会社クラフトマン 担当：水越
TEL：03-3803-4552 E-Mail：ymizukoshi@crman.co.jp

NXもしっかり取り組んでおります

３枚複写の出金伝票を切り離して、元帳、出納張、仕訳帳に綴じ
込んだ時代から、あらゆるプラットフォームの、あらゆる業種の、
あらゆる規模の会計システムを支援してまいりました。

COREユーザのNX移行のみならず、ADDON開発も取り組んでいます。
がんばります！

※本資料に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標です。

【連絡先】 https://www.cs-service.co.jp/
株式会社シーエスサービス
システムソリューション事業部 システム部 担当：柳生
TEL：078-392-1635
E-Mail：superstream_business_group@cs-service.co.jp

関西他・アドオン開発・運用サポート
関西を中心に他の地域にも対応いたします。
SuperStream-NX認定技術者がSE担当いたしますので高い品質にて
アドオン開発を対応いたします。
【当社の特徴】
弊社独自のアドオンテンプレート化を推進し、アドオン開発工数の
大幅削減を実現しております。
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SuperStream-NX
テクニカル･パートナー様のご紹介

【連絡先】 http://www.jbps.co.jp/
JBパートナーソリューション株式会社 担当：岩田真一
TEL： 03-6424-9094 E-Mail： info@jbps.co.jp

COREシリーズからNXシリーズへの移行サービス
弊社の移行サービス「ＰＳＰｒｏＮＸ」は、PowerBuilderで開発
されたアドオン機能を、NXシリーズの標準言語であるC#とWPFに
自社開発の移行ツールで自動変換することにより、NXシリーズへの
移行作業を効率化するものです。下記の移行実績がございます。
・SuperStream会計移行実績 121機能（18社様）
・SuperStream人事給与移行実績 291機能
また弊社では移行以外にＮＸシリーズの新規アドオン開発も実績が
ございます。

JBパートナーソリューション株式会社

【連絡先】 http://www.systemtalk.co.jp/
株式会社システムトーク アプリケーション事業部 担当：山田
TEL：06-6718-6070 E-Mail：h-yamada@systemtalk.co.jp

豊富な導入と周辺開発実績で人事給与をサポート！

弊社はSuperStreamGLシリーズ開発当初から１００社以上の導入、
周辺開発および保守業務に携わっております。特に人事給与に関し
ましては、SuperStream-NXも含め多くのアドインソフトも保有し
ており、お客様に最適なソリューションをご提供させて頂きます。
【弊社の特徴】
・営業支援・導入・開発～保守まで全国対応可
・各種独自ツール利用による導入期間の短縮及び充実支援が低価格

※本資料に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標です。

【連絡先】 http://www.solty.co.jp/
株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー ビジネス統括本部 担当：辻井
TEL：03-3222-0201 E-Mail：wims@biz.co.jp

ERPをパワーアップするオフィスフロントシステム
上場基準の企業へのSuperStreamをはじめとするERP導入コンサル
と自社開発システム商品をコアとしており、大企業グループから
企業個々の業務に適合する「ていねい」な対応と「確かなクオリ
ティ」です。
【特長】
・勤務管理、諸届申請、経費精算、人事考課などERPフロントを網羅
・NX統合会計のフロントを網羅する経理業務ワークフローシステム
・グループ会社の一元管理、シェアードサービスに実績

mailto:wims@biz.co.jp
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SuperStream-NX
テクニカル･パートナー様のご紹介

※本資料に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標です。

【連絡先】 http://www.dp-sol.co.jp/
データプライズ・ソリューション株式会社 担当：中辻俊一郎
TEL： 03-3537-2626 E-Mail：shunichiro_nakatsuji@dp-sol.co.jp

多彩なERP経験からSuperStreamソリューション
弊社は1999年(前進会社時)からERP中心にビジネス展開をしており
ます。グローバルで展開されている大企業向けERPから、中堅企業向
けERP、国産ERP等の複数ERPパッケージで基幹システムのコンサル
ティング、導入、保守をERP専業企業としてワンストップ提供してお
ります。2019年に領域を拡大、SuperStreamパートナーとさせて頂
きました。その他BI等周辺ソリューション含め今迄培った長年の経
験を生かした弊社ならではのソリューションで幅広いサービスをご
提供させて頂きます。

【連絡先】 https://www.navioc.com/
ナビオコンサルティング株式会社 ソリューション営業部 担当：鈴木
TEL：03-3265-5450 E-Mail：info@navioc.com

グローバル企業の外貨取引を支援！
外貨特化型会計導入サービス

経験豊かなコンサルタントが、グローバル企業等の皆様へ会計業務に関する
最善の解決策をご提案いたします。特に外貨取引に関わる会計支援には実績
多数ございます。

【Navio外貨建債権債務管理システム】
本製品は、NXシリーズに対応した、外貨建債権の入金管理と、外貨建債務の支払管
理を効率化するシステムです。インボイス単位での外貨建債権債務の登録/消込、決
済時の為替差損益の自動計算、債権債務の相殺、為替予約管理等に対応しています。

Navio
外貨建債権
債務管理

外貨支払専用

NavioLightも
ございます

【連絡先】 https://www.nav-assist.co.jp/
株式会社ナブアシスト 流通ソリューション営業部 担当：富澤
TEL：027-372-3455 E-Mail：tomizawa@nav-assist.co.jp

小売業様向けに特化！全国サポートが可能！
就業（労務）・人事給与の統合提案はお任せ下さい！

自社開発パッケージのNavisia労務（就業）管理システムは全国の
小売業様に多数ご利用いただいております。
NX人事給与システムとの統合提案により、人材の有効活用を目的
とした小売業テンプレートやアドオン開発も可能です。
是非、全国の小売業様への就業・人事給与システムの統合提案は、
当社（ナブアシスト）へお声掛け下さい！

労務管理システム
・シフト管理
・労働進捗管理
・応援受援管理
・データ分析
・各種テンプレート
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【連絡先】 http://www.nescowing.co.jp/
株式会社ネスコウイング 担当：弘中、小野

TEL：092-472-1791 E-Mail：ss_info@nescowing.co.jp

NXシリーズ導入・開発もご支援致します！

ネスコウイングは、SuperStream/400シリーズメーカである
NESCO SUPER SOLUTION のグループ会社です。十数年にわたる
製品開発、アドオン開発、運用保守で培った業務ノウハウを活かし、
お客様の幅広いニーズに的確・スピーディーにお応え致します。
【弊社の強み】
・営業支援、導入、開発、保守まで一貫してサポート致します。

SuperStream-NX
テクニカル･パートナー様のご紹介

※本資料に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標です。

【連絡先】 http://www.tounichi-g.co.jp/
株式会社 東日本技術研究所 いわき事業所 担当：若松、小畑
TEL：0246-25-6688 E-Mail：ss-nx-ml@tounichi-g.co.jp

アドオン開発もＮＸ製品の開発実績が豊富な当社へ
ＮＸ統合会計のリリース当初から、多くのNX機能開発に携わり、
アドオン開発を行っております。現在も最新バージョンに対する開
発にも参画しており、日々蓄積されるNXのノウハウを活かし、お客
様のご要望を実現いたします。人事給与も当社へお任せください。

【当社の特徴】
・NX認定技術者7名、ＮＸ開発経験者４０名以上在籍しております
・COREシリーズのノウハウも有しており、ＮＸ統合会計のデータ

移行支援ツール、外部データ連携に関する技術支援も可能です

【連絡先】 http://www.hopes-ise.co.jp/
株式会社ホープス 営業本部 担当：堀内 渉
TEL：03-6280-4227 E-Mail：horiuchi.wataru@hopes-ise.co.jp

CORE→NX移行対応可！NX認定技術者42名！

NX統合会計の導入やアドオン開発の実績を活かし、CORE→NX移行
にも取り組んでいます。また、移行時の開発作業では、ニアショア
拠点活用によるコスト低減メニューもご用意しております。
【弊社の特徴】
・各種ERP製品（海外製ERP、MCFrame等）の導入実績があり、

SuperStreamと各種ERP製品との連携でのご提案も可能です
・CORE→NX移行トレーニング受講済み、移行実績あり

ロゴ

H O P E S
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【以下空白】

SuperStream-NX
テクニカル･パートナー様のご紹介

※本資料に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標です。

【連絡先】 http://www.hokkohj.co.jp/
北港情報サービス株式会社 担当：杉田（すぎた）、平山（ひらやま）
TEL ： 06-6386-7222 E-Mail ： sales-info@hokkohj.co.jp

豊富なパッケージ導入、開発実績を活かします

弊社は２０年以上に渡ってSuperStream会計・給与に携わっております。
また、４０年に渡る長年のキャリアから生み出されるノウハウを活かして
最適なソリューションを提案いたします。
【弊社の強み】
・プレセールス段階から販売店様に協力させていただきます
・ＣＯＲＥ→ＮＸへの移行の実績も豊富です
・基幹システム、周辺システムの開発もお任せ下さい

【連絡先】 http://www.rayarc.co.jp/
株式会社RayArc 担当：浅川 仁志
TEL：03-5302-1956 E-Mail：asakawa.hitoshi@rayarc.co.jp

安定、安心の技術対応力
・各技術（C#、.NET Framework、Oracle、SQL Server）の開発

経験ならびに実績のある技術者が多数在籍
・歴史のあるソフトウェア会社として、レガシーからモダンまで、

幅広く対応
・長年の受託開発にて、各種業務システムと会計連携処理等のスク

ラッチ開発に多数参画
・要件定義から受入試験まで幅広い経験に基づくユーザ目線
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各テクニカル・パートナー様の強みをご理解頂き、ぜひとも

SuperStreamビジネス体制の強化と拡販に御活用下さい

『SE公募制度』によるご紹介も実施をしております。
詳細は弊社担当営業までお問合せ下さい。


