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ヒトがもっと人間らしく、豊かに暮らすために
技術を「作る・つなげる・操る・広める」のキーワードでとらえ、製品・サービスに
変化させ、それらの社会価値を高め続ける。それがわれわれの事業ビジョンです。
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広める
技術 ・エレクトロニクス製品の開発・製造・販売

・各種ハードウエア製品の販売

・ネットワークの構築・運用・保守の技術

・ネットワーク・セキュリティー技術

・システム運用技術

・ITサポート
・ソフトウエア開発技術

・ハードウエア開発技術

・エレクトロニクス製品設計技術

Our Vision



Message from CEO

1999年の創業以来、独立系開発会社として

業務系システム開発、サーバー設計・構築、半導体LSI開発、

電子回路設計と試作品製作などの設計サービス事業に携わってきました。

加えて長年の実績をベースに、お客様に最適なIT環境提案と付随する

開発領域に至るITコンサルティング事業を

2016年より開始し、新しい事業の柱として成長してきています。

このように、ビジネス展開をさせて頂けることは、

ひとえにお客様のご支援の賜物と感謝申し上げます。

IT製品が急速に進化し、社会に浸透する中で、お客様事業の競争力強化に

結びつくソリューションを提供し続けることを使命と感じております。

その使命感を堅持するため、社員一人ひとりは、自己の能力と人格の研鑚に

最大限の努力を惜しまない姿勢を保持し、そのために、会社は生涯教育制度の

充実とIT教育関連などへの更なる投資を図ってまいります。

これからも「社会から必要とされる会社」を目指し、社員一同以下の目標を

掲げ邁進してまいります。

「お客様の“ありがとう”を目標にしよう」

「100年以上続く会社にしよう」

「みんなが幸せになれる会社にしよう」

「IT事業を通して社会に貢献しよう」

今後ともアイティーデザインを引き続き宜しくお願い申し上げます。

代表取締役 新保幸男



事  業 提供サービス 実  績

LSI & システムボード設計

LSI フロントエンド設計

組込みソフト設計

電子回路設計

PCB設計・筐体設計

■LSI 設計
●USB IP 開発
●PCI Express IP 開発
●10/100/1G Ethernet IP 開発
●各種 SoC 開発

■組込みソフト設計
●Linux デバイスドライバ開発
●Non-OS デバイスドライバ開発
●CSK デコード、 JPEG デコードソフト開発

■エレクトロニクス関連試作製品化サービス
●H.264 エンコード・デコード機器開発（設計・評価）
●特殊画像処理カメラ試作開発（設計・評価）
●アーケードゲーム機器開発（設計・評価） 他多数

■IT化業務改善提案
●既存システム改善提案
●既存 IT 資産活用提案
●業務データ改善提案

■IT化導入支援
●ミドルウェア導入支援
●クラウドサービス導入支援
●プロジェクト管理支援
●既存業務 IT ツール化支援

■運用支援
●IT 資産　管理代行・運用支援
●ユーザーヘルプデスク代行　　　　　　　　他多数

IT コンサルティング

IT化業務改善提案

IT 化導入支援

運用支援

※設計センター常設

■アプリケーション開発
●経営情報管理システム
●流通業向けシステム
●文書管理システム
●ポイント管理システム

■インフラ設計・構築
●流通業向けサーバ設計・構築
●交通業向けサーバ設計・構築
●官公庁向けサーバ設計・構築
●通信キャリア向けネットワーク設計・構築　他多数

インフラ設計・構築

ビジネスソフト開発
システム開発

ビジネスアプリケーション開発

ネットワーク設計・構築・運用

サーバ設計・構築・運用

IT & Ser vice

Sof tware & Service

Semiconductor & Electronics

Our Business

素直な姿勢で技術に向きあい、素直な心でお客さまに向きあう。素直さが私たちのコアコンピタンスです。
豊富な経験と知識、それに加えて、問題を解決する発想力を 発揮します。



会社概要

組 織 図

 取締役会 

代表取締役

監査役

営業部

アイティー・サービス部

デバイス・デザイン部

ビジネス・システム部

インフラ＆ネットワーク部

総務部

事業企画室

管理本部

事業本部

商号 アイティーデザイン株式会社

略称 ITd

本社 〒210-0005　神奈川県川崎市川崎区東田町１-２　いちご川崎ビル９F

ITd 設計センター 〒210-0005　神奈川県川崎市川崎区東田町１-２　いちご川崎ビル４F

電話番号　　　　　　044-221-6566　　　　　　　

URL https://itdesign-jp.com

設立 1999 年 10 月１日

資本金 3,000 万円

代表取締役 新保　幸男

事業 1) 情報処理サービス全般　2) エレクトロニクス製品の開発・設計・販売

主要取引先 地方自治体　自動車メーカー　半導体メーカーおよび半導体商社

 総合電機メーカーおよびグループ会社　大手印刷会社およびグループ会社　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他多数

主要取引銀行 三井住友銀行川崎支店　三菱 UFJ 銀行川崎支店　川崎信用金庫本店

許認可 労働者派遣事業許可番号　派 14-301364　



案 内 図

川崎市川崎区東田町１-２　いちご川崎ビル9F
TEL  044-221-6566（代表）
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有限会社アイティーデザイン設立と同時に IT コンサルティング事業開始

IT サービス事業開始、LSI 回路設計サービス事業開始

業務拡大に伴いフロアー移転

アイティーデザイン株式会社へ組織変更

ネットワーク構築・運用サービス事業開始

特定労働者派遣事業届出（厚生労働省）

神奈川県情報サービス産業健康保険組合へ加入

自社製品 (H.246 エンコーダー ) 開発着手

LSI 開発の 3 社合同事業「AIR プロジェクト」開始

自社製品（H.246 エンコーダー）販売開始

業務拡大に伴いフロアー移転

資本金を 2,000 万円に増資

資本金を 3,000 万円に増資

ITd 設計センターを開設

当社の社名およびロゴに関して、商標登録完了

インフラ設計用教育機材システム導入

沿 革



アイティーデザイン株式会社 (ITd)
〒210-0005  神奈川県川崎市川崎区東田町1-2  いちご川崎ビル 9F

TEL  044-221-6566（代表）　FAX 044-221-6567
URL  https://itdesign-jp.com
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