
客先 システム名称 開発要員 開発規模 開発ツール 開発環境 受託内容 システム概要

総合電機メーカー（日本及び中
国） Ｍａｔｒｉｘ（ＰＬＭ）システムの開発 ８名 ２０人月

・Ｍａｔｒｉｘ
・Ｊａｖａ
・ＶＢ．ＮＥＴ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・Ｏｒａｃｌｅ

仕様企画支援，基本設計，詳細設計，開発，テスト
製造部品の設計及び生産管理を
行なうシステム

大手自動車メーカー（日本） ｅ－Ｌａｅｒｎｉｎｇシステムの開発 ４名 ８人月

・Ｊａｖａ
・Ｅｃｌｉｐｓｅ

・Ｕｎｉｘ
・Ｏｒａｃｌｅ

詳細設計，開発，テスト（日本常駐業務）
社員の教育及び評価を管理する
ためのシステム

総合電機メーカー（日本） グローバル進捗管理システムの開発 ５名 １５人月

・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ
・Ｊａｖａ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・ＭｙＳＱＬ

企画提案，基本設計，詳細設計，開発，テスト

顧客サービスの向上や、
オフショア開発におけるプロ
ジェクト管理を行なうためのシ
ステム

総合電機メーカー（日本）

グローバル進捗管理システムの機能拡張開
発

５名 １５人月
・Ｓｔｒｕｔｓ（Tiger）
・Ｊａｖａ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・ＭｙＳＱＬ

企画提案，基本設計，詳細設計，開発，テスト
上記システムの機能拡張版シス
テム

大手総合電機エーカー（日本）
Ｍａｔｒｉｘ（ＰＬＭ）システムの運用保
守 ２名 １２人月

・Ｍａｔｒｉｘ（TCL/TK）
・Ｕｎｉｘ
・Ｏｒａｃｌｅ

既存機能保守，新規機能設計，開発，テスト（日本駐在業
務）

生産・製造を管理するためのシ
ステム

船舶メーカー（日本） 船員管理システムの開発 ３名 ６人月

・ＡＳＰ．ＮＥＴ
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２００３
・ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ

詳細設計，開発，テスト
既存Ｃ／Ｓ版管理システムをＷ
ｅｂ化したシステム

大手ガス燃料メーカー（日本） ＬＰＧガス管理システムの開発 ７名 ３０人月
・ＶＢ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２００３
・ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ

詳細設計，開発，テスト
（ＳＥは日本駐在で、開発は大連での連携業務）

ガス燃料に関する総合管理シス
テム

パッケージソフトメーカー（日
本）

海運管理システムの開発 ４名 ４人月 ・ＶＢ（６．０）
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ

詳細設計，開発，テスト 海運に関する総合管理システム

大手総合電機エーカー（日本） 設計情報管理システムの開発 ３名 １０人月
・Ｍａｔｒｉｘ
・Ｊａｖａ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２００３
・Ｏｒａｃｌｅ

詳細設計，開発，テスト
設計情報（図面や書類）の電子
承認化を含む総合管理システム

ＳＩベンダー（日本） Ｗｅｂサイトの開発 ３名 ６．５人月
・Ｊａｖａ
・Ｅｃｌｉｐｓｅ

・Ｌｉｎｕｘ
・ＭｙＳＱＬ

基本設計，詳細設計，開発，テスト
ユーザーからの投稿などを総合
的に管理するシステム

商社（日本） 荷物運搬マッチングサイトの開発 １名 ３人月 ・ＡＳＰ．ＮＥＴ
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ

企画提案，基本設計，詳細設計，開発，テスト

荷物を運びたい人と、荷物を運
んで欲しい人をマッチングさせ
るシステム（決済はクレジット
カード）

ソフトハウス（日本） 人材派遣管理システムの開発 ５名 １２人月
・Ｊａｖａ
・Ｅｃｌｉｐｓｅ

・Ｌｉｎｕｘ
・ＰｏｓｔｇｒａＳＱＬ

詳細設計，開発，テスト
人材派遣に関する総合管理シス
テム（携帯電話からアクセスで
きる機能も含む）

大手総合電機エーカー（日本） Ｍａｔｒｉｘ（ＰＬＭ）システムの開発 １２名 ８０人月

・Ｍａｔｒｉｘ
・Ｊａｖａ

・Ｕｎｉｘ
・Ｏｒａｃｌｅ

基本設計，詳細設計，開発，テスト
設計・生産・製造を管理するた
めのシステム

ソフトハウス（日本） 住宅ローン管理システム ５名 １２人月 ・ＰＨＰ
・Ｌｉｎｕｘ
・ＰｏｓｔｇｒａＳＱＬ

詳細設計，開発，テスト
住宅ローンの返済管理をするシ
ステム

大連毅信軟件有限公司の主な開発実績



レンタルサーバーメーカー（日
本）

レンタルサーバーの管理システム ３名 ６人月 ・ＰＨＰ
・Ｌｉｎｕｘ
・ＰｏｓｔｇｒａＳＱＬ

基本設計
日本と台湾で展開しているレン
タルサーバーを管理するシステ
ム

商社（日本） 販売管理システム開発 ５名 ６人月 ・ＡＳＰ．ＮＥＴ
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ

詳細設計，開発，テスト 販売管理システム

大手総合電機エーカー（日本） リモート監視管理システム ２名 ５人月 ・ＡＳＰ．ＮＥＴ
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ

基本設計，詳細設計，開発，テスト
リモート監視業務を管理するシ
ステム

ソフトハウス（日本） 実験依頼システム ５名 ５人月 ・ＡＳＰ．ＮＥＴ
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ

基本設計，詳細設計，開発，テスト
実験業務の依頼・実施・検収・
決済を管理するシステム

総合電機メーカー（日本）
品質管理状況調査システムのＰｈａｓｅ１
の改善とＰｈａｓｅ２の開発

３名 １５人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ
・Ｊａｖａ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・Ｏｒａｃｌｅ

詳細設計，開発，テスト

インターネット及び既存Web型
EDIを利用した取引先との品質
管理状況調査書交換システムの
構築を行い、品質管理状況調査
作業の効率化及び工数の削減を
実現する。

総合電機メーカー（日本） 研究費開発管理業務電子化管理システム ８名 ３０人月 ・ＡＳＰ．ＮＥＴ
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ

詳細設計，開発，テスト
研究開発費をモニタリングする
ソフトウェアの開発

ソフトハウス（日本） 携帯電話ユーザ管理ソフト開発 ２名 ３人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ
・Ｊａｖａ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・Ｏｒａｃｌｅ

開発，テスト
携帯電話利用者情報管理を実権
するシステム

ソフトハウス（日本） 携帯電話サービス管理ソフト開発 ２名 ３人月

・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ
・Ｊａｖａ
・Ｓｐｒｉｎｇ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・ＭｙＳｑｌ

開発，テスト
携帯電話サービス情報管理を実
権するシステム

ピザ屋グルプ会社（日本）
基幹システム-EmplexCRM連携機能開発
フェーズI開発

２名 ３人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ
・Ｊａｖａ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・Ｏｒａｃｌｅ

開発，テスト

本開発では、アルバイト向け
WEBサイト（給与明細照会）、
メール配信をシステム間
（eMplexCRM⇔独自開発⇔基幹
システム）で連携するバッチ処
理、Web処理の開発を行う。

電機エーカー（日本） 設備保全システム ５名 １０人月 ・ＶＢ．ＮＥＴ
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・Ｏｒａｃｌｅ

開発，テスト

本システムは、処理施設内にお
ける設備(機器・電動機・配
管・予備品)の管理及び各々の
故障・点検履歴を管理するもの
とします。

印刷物販売会社（日本） 年賀状、はがき販売サイト 7名 ２０人月 ・PHP
・Linux
・MySQL

詳細設計，開発，テスト

インターネットから、年賀状、
ハガキなど、いろいろな印刷物
を紹介、販売するインターネッ
トビジネスシステムであり、詳
細設計から、テストまでの開発

ソフトハウス（日本） 新トータルシステム帳票機能 １名 １人月
・ＶＢ．ＮＥＴ
・ＡｃｔｉｖｅＲｅｐｏｒ
ｔ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・Ｏｒａｃｌｅ

開発，テスト
【店舗売上実績日報作成】と
【売上実績推移表作成】の開発

ソフトハウス（日本） セーフティーシステム ６名 ４人月
・ＶＢ６
・ＣｒｙｓｔａｌＲｅｐｏ
ｒｔ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ

開発，テスト 新システム構築の開発を行う。

廃棄物処理会社（日本） B廃棄物処理施設(I期)情報管理システム ３名 ６人月

・Ｃ＋＋
・ＶＢＳ
・Visual Studio2005
・Visual studio6.0

・Ｕｎｉｘ
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・Ｏｒａｃｌｅ

開発，テスト
廃棄物処理施設を管理するため
のシステム



廃棄物処理会社（日本） 廃棄物処理施設(II期)情報管理システム ８名 ３０人月

・Ｃ＋＋
・ＶＢＳ
・Visual Studio2005
・Visual studio6.0

・Ｕｎｉｘ
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・Ｏｒａｃｌｅ

開発，テスト
廃棄物処理施設情報を管理シス
テム

ソフトハウス（日本） 住宅情報管理システム開発 ３名 ２人月
・DBMagic Client V9 Plus
（Magic Software Japan)

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００ 開発，テスト 部屋を販売するためのシステム

電機エーカー（日本） 図面管理システム ５名 ６人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ
・Ｊａｖａ

・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・Ｏｒａｃｌｅ

開発，テスト 図面を管理するためのシステム

ソフトハウス（日本） ソフトウェア検証工数管理システム ５名 ６人月 ・ＡＳＰ．ＮＥＴ（ＶＢ）
・Ｗｉｎｄｏｗｓｘｐ
・ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ

基本設計，詳細設計，開発，テスト
ソフトウェア設計・検証の工数
精度向上を目的としたシステム
です

ソフトハウス（日本） 販売管理システム ５名 １０人月 ・ＡＳＰ．ＮＥＴ（ＶＢ）
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００
・ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ

開発，テスト 販売管理システム

ソフトハウス（日本） お問い合わせサイト管理システム ２名 ６人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ
・Ｊａｖａ

・Ｌｉｎｕｘ
・ＭｙＳＱＬ

詳細設計，開発，テスト
ユーザーからの投稿などを総合
的に管理するシステム

総合電機メーカー（中国） TR・DR・電気資料管理システム１期 ４名 １２人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｊａｖａ

・Ｗｉｎｄｏｗｓｘｐ
・Ｏｒａｃｌｅ

基本設計，詳細設計，開発，テスト
設計部門用TR・DR・電気資料な
どを総合的に管理するシステム

本屋（日本） WEB受注管理システム ５名 １７人月

・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｅａｓａｒ２ ・Ｗｉｎｄｏｗｓｘｐ

・ＰｏｓｔｇｒｅＳＱＬ
詳細設計，開発，テスト

注文、顧客、商品などを総合的
に管理するシステム

大手船舶用電機メーカー（日本） Intra-Mart販売管理システム ８名 ３０人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｊａｖａ
・Ｉｎｔｒａ－Ｍａｒｔ

・Ｗｉｎｄｏｗｓｘｐ
・Ｏｒａｃｌｅ

詳細設計，開発，テスト

NTTデータイントラマート社製
のフレームワーク上で、構築さ
れた販売管理PKGの機能変更、
機能追加をする。

総合電機メーカー（中国） TR・DR・電気資料管理システム２期 ６名 ２０人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｊａｖａ

・Ｗｉｎｄｏｗｓｘｐ
・Ｏｒａｃｌｅ

基本設計，詳細設計，開発，テスト
設計部門用TR・DR・電気資料な
どを総合的に管理するシステム

ピザ屋グルプ会社（日本）
基幹システム-EmplexCRM連携機能開発
フェーズII

６名 ２０人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ
・Ｊａｖａ

・Ｗｉｎｄｏｗｓｘｐ
・Ｏｒａｃｌｅ
・DB2

詳細設計，開発，テスト

WEBサービス/メール配信及び基
幹システム連携を基盤とし、機
能を追加拡張することにより、
顧客およびアルバイト
に対するコミュニケーションを
さらに強化する。



ソフトハウス（日本） ヤクルト販売管理システム １４名 ６２人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｊａｖａ
・Ｉｎｔｒａ－Ｍａｒｔ

・Ｗｉｎｄｏｗｓｘｐ
・Ｏｒａｃｌｅ

開発，テスト

NTTデータイントラマート社製
のフレームワーク上で、ヤクル
ト販売の売上計上業務、担当者
注文データ業務、予約計上業務
などを総合的に管理するシステ
ム。

ホームページ製作会社（日本） 温泉旅館、化粧品サイト作成 ４名 ８人月

・XHTML
・CSS
・FLASH
・Movable Type

・Ｗｉｎｄｏｗｓｘｐ
・MySQL

画面製作、コンテンツ作成
ニュース配布機能があるホーム
ページ作成

総合電機メーカー（日本） Web図書室管理システム ４名 ４人月 ・VB.net
・Ｗｉｎｄｏｗｓｘｐ
・ORACLE

詳細設計，開発，テスト

図書室システムはＷｅｂは
ASP.NET＋ORACLEで開発した
・ 図書検索／登録／変更／削
除
・ 図書貸出／返却／貸出期限
延長／督促
・ 利用者登録／変更／削除

ソフトハウス（日本）
オンラインシステム更新システム（System
Update）

５名 １０人月 ・C#.net
・Ｗｉｎｄｏｗｓ２００３
・SQL Server２００８

詳細設計，開発，テスト

当プロジェクトは、製品データ
管理の一元化、及びデータ更
新、データメンテナンス処理の
汎用性を目的としたシステム開
発です。

アニメ製作会社（日本） ゲームテスト作業 ３名 ラボ契約 TestLink ・Ｗｉｎｄｏｗｓｘｐ テスト

お客様が開発したゲーム、日本
語版と中国語（台湾）版をテス
トし、不具合を発見してから、
テスト管理システムへ登録、報
告する作業となります。

ホームページ製作会社（日本） MovableTypeサイト開発作業 ３名 ６人月
・HTML
・Javascript
・MovableType

・Linux
・MySQL

詳細設計，開発，テスト
コンテンツ管理用ホームページ
作成

総合電機メーカー（日本） eMatrixセキュリティ強化・開発作業 ４名 １０人月
・Ｍａｔｒｉｘ
・Ｊａｖａ

・Ｕｎｉｘ
・Ｏｒａｃｌｅ

詳細設計，開発，テスト

既存設計・生産・製造を管理す
るためのシステムのeMatrixセ
キュリティ強化・開発対応作業
です。

ソフトハウス（日本） XX商事様向け　サイト管理システム ５名 ２０人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ
・Ｊａｖａ

・MYSQL
・LINUX

詳細設計，開発，テスト

ニュース管理、ワークフロー管
理、お問合せ管理、資料請求管
理、アンケート管理機能付け、
サイト管理システムです。

ソフトハウス（日本） 日本XX投資銀行向け　CMS管理システム ３名 １０人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ
・Ｊａｖａ

・MYSQL
・LINUX

詳細設計，開発，テスト
コンテンツ管理、資料請求管
理、メールマガ管理機能付け、
サイト管理システムです。

大手船舶メーカー（日本） 艤装BOMシステム ３名 ２０人月
・ENOVIA (eMatrix)
・Ｊａｖａ

・Ｕｎｉｘ
・Ｏｒａｃｌｅ

基本設計、詳細設計，開発，テスト

船舶のBOM的管理を主体にXVL
データを管理する
１シップを開発～保守の単位で
管理できるようにする（容易な
バックアップ化にする）
１シップには3万～１０万部品
存在、BOM管理を実現するシス
テムです。

ソフトハウス（日本） 車両管理システム ５名 ２０人月 ・ＶＢ．ＮＥＴ
・MYSQL
・Windows Server2008

詳細設計，開発，テスト
車両点検、月報、台帳、配車管
理システムです。

XX商事株式会社（日本） 売上管理ソフト ２名 ５人月 ・ＶＢ．ＮＥＴ
・MYSQL
・Windows Server2008

基本設計、詳細設計，開発，テスト
日々の売上管理、商品管理、日
報、月報、帳票出力機能付け、
管理システムです。



総合電機メーカーISセンター（日
本）

PLMシステム機能改善 ４名 １６人月
・ENOVIA(eMatrix)
・Ｊａｖａ

・Ｕｎｉｘ
・Ｏｒａｃｌｅ

詳細設計，開発，テスト
既存PDM、PLMシステムの改善作
業です。操作性、再利用性を改
善する。

総合電機メーカーISセンター（日
本）

車用電池部品PLM管理システム ４名 ２０人月
・ENOVIA(eMatrix)
・Ｊａｖａ

・Ｕｎｉｘ
・Ｏｒａｃｌｅ

詳細設計，開発，テスト
車用の電池に関する部品の
PLM、PDM管理システムです。

総合電機メーカーISセンター（日
本）

Matrix 10.7から 2012x バージョンアップ
作業

４名 ３０人月
・ENOVIA(eMatrix)
・Ｊａｖａ

・Ｕｎｉｘ
・Ｏｒａｃｌｅ

詳細設計，開発，テスト

既存eMatrix　PLMシステムを
ENOVIA2012Xにバージョンアッ
プ作業、事前調査、開発と不具
合対応作業となります。

印刷物販売会社（日本） 年賀状、はがき販売サイトのスマホ対応 ４名 １０人月 ・PHP
・Linux
・MySQL

詳細設計，開発，テスト
年賀サイトをスマホ対応するた
め、FLASHをHTML5に変わり、再
開発作業となります。

ピザ屋グルプ会社（日本） アルバイトWEBサイトのDB　EOL対応 ３名 １０人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ
・Ｊａｖａ

・LINUX
・Ｏｒａｃｌｅ

開発，テスト

ORACLEバージョンUPとJDK、ラ
イブラリのバージョンアップす
ることと伴う、システム改修作
業です。

教育会社（日本） HPデータのCMSへの移行業務 ７名 １０人月
・HTML
・Jquery
・CMS

・Linux
・MySQL

開発，テスト
既存静的なホームページ（1万
ページ当たり）をCMSへ移行作
業です。

総合電機メーカーISセンター（日
本）

見積システム再構築開発作業 ４名 １２人月
・ＶＢ．ＮＥＴ２０１０
・Formula_One

・Windows
・Ｏｒａｃｌｅ

開発，テスト

VB6で作成した見積もりシステ
ムを再構築して、ライブラリの
バージョンアップすることと伴
う、Windows７で動かすため、
システム開発作業です。

XX商事（日本） 環境・CSR通信　CMS化対応 ３名 １０人月
・Ｅｃｌｉｐｓｅ
・Ｓｔｒｕｔｓ２
・Ｊａｖａ

・LINUX
・Ｏｒａｃｌｅ

開発，テスト

システムCMS化、
・SSIインジェクション対応
・クロスサイトスクリプティン
グ対応
・脆弱性対応なども合わせて、
システム開発作業です。



総合電機メーカー（日本） 需給ＰＳＩシステム機能開発 ２名 ８人月
・VBA ・Windows

・Ｏｒａｃｌｅ
開発，テスト

生産・製造基幹システムとの連
携、管理するためのシステム

製薬会社（日本） 奨学寄附金サイト開発 ４名 ２０人月
・JAVA
・Ｓｔｒｕｔｓ2
・SPRING

・LINUX
・Ｏｒａｃｌｅ

詳細設計、開発，テスト、保守
大学や医療機関、NPO法人から
の寄付金申請、支援管理するた
めのシステム

ネット教育会社（日本） ネット教育サイト開発 ５名 ２０人月
・Ruby on Rails
・AWS（Amazon Web
Services）

・LINUX
・MySQL

開発，テスト
ネット教育用コンテンツ管理、
教室予約、試験管理であるシス
テム開発。

労働厚生管理局（中国） 新農村合作医療管理システム開発 ８名 ５０人月

・JAVA
・Ｓｔｒｕｔｓ2
・SPRING
・C#

・WINDOWS
・Ｏｒａｃｌｅ

基本設計、詳細設計、開発，テスト
農民たちの医療保険、入院費用
の支援金管理システム開発

総合電機メーカー（日本） ＨＤＤ／ＲＤＤ故障解析・寿命予測ツール ４名 ２０人月
・Ｃ＃ ・WINDOWS

詳細設計、開発，テスト

製品の故障の発生を把握し、事
前に診断できるために、医療機
器装置のシステムHDD/RDD情報
により、存在可能または発生し
ているハードの問題を分析し、
ハードの寿命予測システム開発
です。

総合電機メーカー（日本） ENOVIA　2015Xカスタマイズ開発 ４名 １０人月
・ENOVIA 2015X
・JAVA

・Ｕｎｉｘ
・Ｏｒａｃｌｅ

基本設計，詳細設計，開発，テスト

効率あげるため、ENOVIA2015X
で、jQuery版ポータルビューを
開発し、Simulation、計算機と
連携し、部品情報、BOM構成を
統合利用できるステムです。

ガス燃料会社（日本）
ＬＰＧガス管理システムWEB化開発
（フェイズ１）

１０名 ６０人月
・VS.NET　2013 MVC
・SpreadJS

・WINDOWS
・SQL SERVER 2012

設計の一部担当（オンサイト対応）、大連で開発とテスト

お客管理、設備管理、配送管
理、集計帳票、点検管理などの
機能を付けるWEB統合ガス燃料
管理システムです。


