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Philosophy and Vision
－ 創業の精神、企業理念と経営ビジョン －

創業の精神
コンピュータ技術に不可能なものは無い。コンピュータ技術で夢は必ず実現できる。
企業理念
コンピュータ技術で社会に貢献する。コンピュータ技術で夢を実現する。
経営ビジョン
コンピュータ技術のトップを目指す。アイデアを即断即決で実行する。

Corporate philosophy and management vision
Founder's spiritNothing is impossible for computer technology.
Dream can always be realized with computer technology.
Corporate philosophy
Contribute to society with computer technology.
Realize dreams with computer technology.
Management Vision
Aim for the top of computer technology.
Execute immediate prompt decision instantly.

Message
－メッセージ －

パルテアは、コンピュータソフトウェアの開発、販売の会社として、企業におけるコンピュータに関する諸問題の解
決や、管理支援のためのシステム設計、開発とパソコンソフトウェア・ハードウェアの販売を行っています。
コンサルティング、システム開発、ＷＥＢ開発、保守、メディア制作、音楽制作、ゲーム制作、システムインテグレー
ション、クラウドインテグレーションまで、お客様をトータルでサポート致します。

As a company that develops and sells computer software, PARTHEA Corporation is involved in solving various
problems related to computers in companies, designing and managing systems for management support, and selling
personal computer software and hardware.
Consulting, system development, web development, maintenance, media production, music production, game
production, system integration, cloud integration, we support customers in total.

System Development
－ システム開発 －

企業におけるソリューションやシステムインテグレーション、クラウドインテグレーションにおいて、RDB( リレー
ショナル・データベース ) の利用価値は、益々高まるばかりです。社内の情報の一元化や共有化、経費の削減、イン
ターネットでの利用等、企業においては RDB は必須のものとなっています。Microsoft Windows Server 2016, SQL
Server 2016, Oracle Database, Visual Studio 2015, Visual C#, Visual Basic, Java, Python 等を使った、セキュリティー
や信頼性の高いシステムを提案させて頂いています。
ウェブショップ連動型販売管理システム、製造業サービス保守管理システム、ホテル旅館フロント管理システム、レ
ストラン食堂オーダー管理システム、見積受注売上仕入管理システム、倉庫業在庫入庫出庫管理システム、不動産賃
貸業物件管理システム、金融機関システム開発、証券会社システム開発、投資信託会社システム開発 等

Utilization value of RDB (relational database) is increasing more and more in solutions, system integration and
cloud integration in enterprises. In enterprises, RDB is essential, such as unifying and sharing information within
the company, reducing expenses, using on the Internet. We are proposing a system with high security and reliability
using Microsoft Windows Server 2016, SQL Server 2016, Oracle Database, Visual Studio 2015, Visual C #, Visual
Basic, Java, Python etc.
System development for manufacturjing industry, system development for financial institutions, system development
for securities companies, system development for mutual fund companies, etc.

WEB Development
－ ＷＥＢ開発 －

オーナー自らホームページの情報を、最新のものに更新出来ない時代は終わりました。レンタルサーバーの低価格化
と、MySQL 等の RDB( リレーショナル・データベース ) が手軽に使える環境により、ホームページの操作性も格段
に進化しています。データの量やアップロードできる画像の枚数等を気にすること無く、オーナー自ら最新の情報を
積極的にアップロードして、リアルタイムの生きたホームページを作る時代になりました。 Linux CentOS VPS, SQL
Server Express, Oracle Express, MySQL, MariaDB, php, Visual studio Community, Visual C#, Visual Basic, JavaScripts,
Python 等を使った、コストパーフォマンスに優れた、柔軟性の高いシステムを提案させて頂いています。
歯科医院インターネット予約システム、ホテル・旅館インターネット宿泊予約システム、音楽教室インターネット予
約システム、レストランインターネット予約システム、エステサロンインターネット予約システム、個人スケジュー
ルガイドブックシステム等。

The era when the owners themselves can not update the information on the homepage to the latest one has ended.
The low price of the rental server and the environment where RDB (relational database) such as MySQL can be easily
used, the operability of the homepage has been remarkably evolved. Without worrying about the amount of data
and the number of images that can be uploaded, the owner himself aggressively uploaded the latest information, it
became the era of making real-time live homepage. We would like to propose a highly flexible system with excellent
cost performance using. Linux CentOS VPS, SQL Server Express, Oracle Express, MySQL, MariaDB, php, Visual studio
Community, Visual C #, Visual Basic, JavaScripts, Python etc. It is.
Dental office internet reservation system, hotel accommodation internet reservation system, music classroom
internet reservation system, restaurant internet reservation system, esthetic salon internet reservation system,
Personal Guidebook System etc.

Media Creation
－ メディア制作 －

Ｉ C Ｔ機器と、Ｉ C Ｔ技術の急速な進化、急速な普及と共に、それに使用するメディアも日々進化発展しています。
最新の機器やＩ C Ｔ環境にあったメディア制作をしています。
映 像 制 作、CG 制 作、DVD オ ー サ リ ン グ、DVD 制 作、DVD パ ッ ケ ー ジ 製 作 等 の メ デ ィ ア 制 作 を 行 っ て い ま す。
Illustrator, Photoshop, AfterEffects, Premiere Pro, Dreamweaver, InDesign 等。

With the rapid evolution of ICT technology and the rapid spread of ICT technology, the media used for it is evolving
on a daily basis. I am doing media creation suitable for the latest equipment and ITC environment.
We produce media such as video production, CG production, DVD authoring, DVD production and DVD package
production. Illustrator, Photoshop, AfterEffects, Premiere Pro, Dreamweaver, InDesign, etc.

Music Creation
－ 音楽制作 －

Ｉ C Ｔ機器、Ｉ C Ｔ技術の進化、普及と共に、それに使用する音楽メディアも日々進化変化しています。最新のＤＴ
Ｍ機器やアナログ楽器を使った最新の音楽制作をしています。
音楽制作、作詞、作曲、編曲、オーケストレーション、録音等の音楽制作を行っています。

With the evolution and popularization of ICT equipment and ICT technology, the music media used for it has evolved
every day. I am doing the latest music production using the latest DTM equipment and analog instruments.
We produce music such as music production, lyrics, composition, arrangement, orchestration, recording etc.

Game Creation
－ ゲーム制作 －

Ｉ C Ｔ機器、Ｉ C Ｔ技術の進化、普及と共に、ゲームをする環境も日々進化変化しています。最新のＩ C Ｔ機器に対
応したのゲーム制作をしています。
ゲーム制作、シナリオ、作画、ＣＧ制作、アニメ制作、プログラミング等のゲーム制作を行っています。Visual
Studio 2015, Visual C#, Visual Basic, COLLADA, OpenCL, OpenGL, OpenGL ES, WebCL, WebGL 等。

With the evolution and popularization of ICT equipment and ICT technology, the environment to play games is
evolving every day. We are producing games that correspond to the latest ICT equipment.
We produce games such as game production, scenario, drawing, CG production, animation production and
programming. Visual Studio 2015, Visual C #, Visual Basic, COLLADA, OpenCL, OpenGL, OpenGL ES, WebCL, WebGL,
etc.

Company Information
－ 会社情報 －

商 号 : 有限会社パルテア

英語表記 : PARTHEA Corporation

本 社 : 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡 4-14-6-105
設 立 : 平成 6 年 1 月 6 日 (1994/01/06)

url : https://www.parthea.co.jp

資本金 : 1000 万円

代表者 : 代表取締役

秋田祐一

業務内容 : コンピュータに関するソフトウェアの企画、開発、制作、製造、販売、コンピュータ・ハードウェアの製作、
製造、販売、保守、コンピュータによるシステム開発、ＷＥＢ開発、保守並びに情報処理及び情報提供に関する業務
コンピュータ・コンサルティング及びインテグレーション
取引先 : 株式会社ティ・エム・エス、株式会社ＧＭＯペパボ、ＧＭＯインターネット株式会社等
取引銀行 : 横浜銀行 鵠沼支店、三菱ＵＦＪ銀行 相模大野駅前支店
Business name: Partea Limited Company

English inscription: PARTHEA Corporation

Head Office: Kanagawa Prefecture Fujisawa City Kagenuma Sakuragaoka 4-14-6-105
url: https://www.parthea.co.jp
Capital: 10 million yen
Business content:

Establishment: January 6, 1994 (January 6, 1994)

Representative: Yuichi Akita Representative Director

Planning, development, production, manufacture and sale of software related to computers

Production, manufacture, sale and maintenance of computer hardware

Work on computer system development,

web development, maintenance, information processing and information provision

Computer Consulting and

Integration
Business partner: TMS Co., Ltd.,

GMO Pepabo Inc., GMO Internet Co., Ltd.,Shinko Logistics Co., Ltd.

Business bank: Yokohama Bank Kugenuma Branch, Mitsubishi UFJ Bank Sagami-Ono Ekimae Branch
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