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当社は1976年に独立系のシステムハウスとして誕生以来、独自の様々なサービス・技術を通じ、ユーザーに愛さ
れ、信用信頼を得ることを最大の目的としております。 

蓄積された豊富な経験や業務ノウハウを基に、お客様に的確なコンサルテーションをさせていただくことはもとより、
日々、激変していく時代を先取りし、AI、ロボティクス、クラウド、モバイル、オープンソース等、より高度で最新の
技術・ハードウェアを利用したTSH独自の製品・サービスをご提案し、サポートすることが、お客様の発展に貢献
できることだと確信しております。

今後とも、「お客様のためのＩＴサービスカンパニー」として、精進して参りますので、引き続きご支援を賜ります
様、お願い申し上げます。
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〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-9-26 西北神ビル9F
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1億7,990万円（払込資本）

コンピュータ利用に関する総合サービス
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システム管理室
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表紙　220mm220mm ご挨拶　215mm
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Wagby(ワグビィ)

システム開発を自動化
ローコード開発ツール

レガシーマイグレーション
業界No1実績

マイグレーションを
強力にサポート

照合テストツール
AIでより効率的に

品質情報管理の
つかえる・つながる・
つきあえるを実現

原料規格書を
クラウドで整理整頓

トレパスバンク

お客様の実業務に
即したRPAの
構築をお手伝い

RPAソリューショントレパス メインフレーム・
マイグレーション・サービス

T S Hとは
サービスを通じお客様の事業発展に貢献する お客様のためのITサービスカンパニーです

メインフレーム上のCOBOL
で構築されたアプリケーショ
ンをオープンプラットフォー
ム上で稼動させるための移行
サービスです。COBOL資産
活用とJavaリライトの両方式
での移行に対応しています。

先進技術を取り入れた
事業モデル創造の
プラットフォーム

株式会社ＫＤＤＩ総合研究所の
協力を得て東京システムハウ
ス株式会社が幹事を務め運
営している会員組織です。研
究所発の先進技術、会員間の
製品・ノウハウを連携してＩｏＴ
社会に向けたイノベーション
を共創します。

先進技術調査や製品化の
ためのプロトタイプ
開発ソリューション

ITを活用した研究開発を進め
るお客様に、試作品やアプリ
等の請負開発、技術者派遣で
貢献するサービスです。
ニーズに合わせた提案と開発
力で、お客様の研究開発をサ
ポートします。

食品メーカーの商品開発、品
質管理業務に最適な品質情
報管理サービスです。試作段
階からの原価算出、原材料一
括表示や栄養成分情報の作
成、商品規格書作成業務の効
率化が可能です。

食品メーカーと原料メーカー
でやり取りを行う原料規格書
の回収管理を行うサービスで
す。クラウド環境で、規格書
の記入依頼や更新情報を管
理することでコスト削減が可
能です。

COBOL､JCL､オンライン､帳
票ツール､運用監視ツール､
OLTPといったシステムを構
成する各要素を、オープンシ
ステム上で結合するための
実行基盤です。

システム移行や刷新の際に
手間となる新旧の帳票や画面
の比較（照合）を効率的に行う
ツールです。REST APIやコ
ンテナに対応しており、CI/CD
基盤でのテスト自動化を実現
します。

Webベースのアプリケーショ
ンをノンプログラミングで開
発するツールです。設計情報
から業務ルール、画面、デー
タベーススキーマなど、すべ
てを自動生成します。

健康保険組合様の
効率的・安定的
運用に貢献

健康保険組合様向けのパッ
ケージ・サービスです。補助
金管理業務、被扶養者資格確
認（検認）業務の効率化に向
けたシステムやITインフラの
維持・管理をトータルサポート
するサービスをご提供します。

健保組合向け

食品業界向け

ＩＴサービス

マイグレーション

世界標準のエンタープライズ
RPAツール「Blue Prism」を
活用し、PoC/PoT支援や教
育支援、開発や技術サポー
ト、組織内での本格的なRPA
展開まで、導入の段階に応じ
たサービスをご提供します。

商店街へのIT導入で
社会にワクワクを提供する

プラットフォーム
「商店街 × DX」をコンセプト
にしたプラットフォームで
す。商店街で店舗経営されて
いる方向けの情報メディアの
運営やオンラインによる店頭
販促アドバイスなどをご提供
し、商店街のエンターテイメ
ント化を実現します。

業務システムの企画から
開発、運用、保守まで
トータルサポート

金融業界の業務システム開
発を行うお客様に最適なシス
テム、アプリケーションを提
供するサービスです。
エンジニアリングの提供や請
負開発などお客様の要望に
合わせてご提供します。

金融業界向け

ゴルフ場の経営を支援

ゴルフ場の業務を総合的に
管理・サポートするシステム
です。自動精算機やカートナ
ビ連携など柔軟に対応。AI機
能による経営分析やアプリ活
用による集客など常に新しい
技術を取り入れ、経営課題を
解決します。

ゴルフ場オリジナル
スマートフォンアプリで

運営を支援
ゴルフ場専用アプリを簡単に
作成できます。
クーポン発行やプッシュ通知
による集客、SwingClubと連
携した自動チェックインで業
務効率化を実現します。

ゴルフ業界向け

ビジネスストラテジー
コミュニケーション

ツール
ビジネス構想の整理・共有が
できるWEBサービスです。ビ
ジネスフレームワークをWEB
ブラウザ上で操作し、事業・
マーケティング戦略の策定が
可能です。

www.golferweb.jp
www.macitta.jp

ゴルフの楽しみ方が
広がる情報サイト

ゴルフを「もっと身近に」を
テーマとしたWebサイトで
す。ゴルフイベントの開催や
スマホアプリによるゴルフの
新たな楽しみ方を提供してい
ます。

RPAサービス

ポケット　220mm220mm製品・サービスのご紹介　215mm




