
1989 第5期 H1.4/1～H2.3/31

7650名

●LINKS、VII構築（TTY方式の確率）
●CANシステム開発

●オリジナルゲーム「ハパザード」
●社会認識システム

●社員34名
　（男22/女12）

●東京ディズニーランド
　第1回社員旅行
　（5周年記念/11月）

　　　　

89/3 ●TTYサービス

5000名

●ミセスプラザ「生活記者」
●インテリジェントプラザ「自己啓発」
●ヤングプラザ「遊ステーション」
●ショッピングプラザ
　（産直、チケット、フラワーギフト）

4/1分離

●チャンネルゼロ

●オリジナルゲームハパザード

くじ付きメールサービス
放送番組型サービス

●プロフィールサービス
会員顔写真転送システム

ゲーム三昧

EDMサービス実験

レモン探偵団発足

授業構造の見極め・有効的組織の確率
プロ集団
●サービス模索の時代、多様化と拡大
●業務管理の強化

BEST電器
Bam!ネット

大学生サークル組織化戦略

New LINKS WORLD

●ショールーム・イベント
●ベスト電器と共同展開

量販店頭販売強化

●大悲山キャンプ
MSX専門誌とタイアップ

FAX・ネットワーク開発

なにわサービス

融合化

1990 第6期 H2.4/1～H3.3/31 1991 第7期 H3.4/1～H4.3/31 1992 第8期 H4.4/1～H5.3/31 1993 第9期 H5.4/1～H6.3/31 1994 第10期 H6.4/1～H7.3/31

●電遊フェスティバル
●信楽焼ツアー

9718名 12000名 9000名 5000名 ●競犬大会

8月終了

終了

91/9

92/4
92/11開始

93/3 94/12

松下G

94/10

570回線92AP570回線92AP

708回線96AP

610回線96AP
500万枚/年

500種編集
購読数4000万部

（全国92AP/2万ヶ所/時）

92/4 92/10

●魔術師妖精学校

●チャットでビンゴ
●競羊大会

●「ha! CAN」発行
●サークルマガジン出版

統合 90/2
L方式停止 90/11

●オリジナルゲーム「魔術師妖精学校」 ●C-DRIVE

●PCアンケートシステム開発

●2月　編成部、ナショナルビルから
　リクルートビルへ移動

●LINKS・SiLK・CAN　3事業部体制
●社員30名（男18/女12）

●社員27名（男14/女13）

共生
●学生マーケットへの傾注
●生活支援型ネットワーク
●クリエイティブ・オブ・ライフ

●ダウンサイジングのFAXネットワーク
●爆発する新サービス

●顧客優先経営　●成果主義の徹底
●PC通信、FAXネット2事業の重点化
●営業戦略の転換ーーー法人チャネル開拓

●CS部設立
●社員31名
　（男18/女13）

●山城温泉社員旅行（2月）
●スペイン村社員旅行（7月）

●LINKファイル/プログラムダウンロードの機能up

●中期方針発表

実験システムの見直し

90/4S 学生1000サークル
企業10社組織化

●トレンディーライフクラブ（講師：坂井直樹）
●ヘルシークッキング
●伸びのび子育て
●ブック倶楽部
●花の万博コーナー
●ペンション情報
●Wacoal/DADADO販売

●Net Work CLUB by DIME
●ビジネス交遊館
●プレゼン研究室

●chat開始
●CUGサービス開始
●DIMEデータベース　　

THE LINKS

●C-DRIVE
●ZSRC

ネットワークRPG

●MSXクリエーター
●企画BBS

ゲームメイキングPrj

クリエイターズルーム

●「ずばりそうでしょう」
●ウルトラ競馬大会

チャットイベント

インディーズBBS

世界一周クイズ大会

A1 STプロジェクト

〈第2次転換期〉自立独立の精神 真の生活支援型ネットワーク
●システムの確信＝（ダウンサイジング）
●VAN事業の確率
●次世代マルチメディアPC通信開発

●メディアジャック
●ネットワークビジネススクール
●自己診断シミュレーション

●FAXサーベイシステム開発　●AP110拠点
●PC通信メンテ開発　●SPL9600bps開始

●メディアジャック
●ネットワークビジネススクール
●自己診断シミュレーション

●FAXサーベイシステム開発　●AP110拠点
●PC通信メンテ開発　●SPL9600bps開始

●横山ノック、桂三枝、他

●ワイルドギース開催
●レンタルBBS実施

●X-City開始
●基本料金廃止

●社員30名
　（男18/女12）

●住友生命 FAX情報誌93/10

マルチメディアを目指す
●事業基盤の形成（各事業の収益化）
●累損の一掃
●ネットワーク網強化

●社員36名（男22/女14）

経営基盤の確立

M-730 M-1400

CANネット

A1ネット

A1ネット NBA

VAN事業

SiLK NET
松下へ移行

PC-LAN
（FAX-NET） 東京・京都128K

専用回線（東・名・阪）

月間配信100万枚構築

エロティックマガジン
EDM実験

リビング
Pana Press
計画

松下電器産業（株）
リビングFAXネット
開発・運用の受託 汎用向け開発

情報BOX開発 情報BOX
サービス
スタート

情報BOX開発

●適正診断サービス

●U1ワープロ名人館

日本初オンライン
研修システムヤングビジネスマン

ライフサポートネット
ヤングビジネスマン
ライフサポートネット

トライアルキャンペーン
NBS

法人営業展開
L-net

東名阪企業への営業展開
THE LINKS  super Links

●8周年記念
　リンクス・サンクス・キャンペーン
●恵那キャンプ

専門誌広告強化

super
Links

FAX
ネットワーク
サービス
L-net

コンテンツ
事業

ダウンサイジング 東京ネットワークセンター開設

ネットワーク網強化

CANステーション

日本テレネット30年のクロニクル
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SYSTEM
host & PC・FAX
Net Work

OUTSOURCING

パソコン通信
INTERNET-CONTENTS
MOBILE-CONTENTS

販売
プロモーション

FAX-CONTENTS

FAX-net

SI-VAN

理念
経営方針
経営戦略

主な活動

組織

資本

社内行事

1985 第1期 S.60.11/19～S61.3/31 1986 第2期 S.61.4/1～S62.3/31 1987 第3期 S.62.4/1～S63.3/31 1988 第4期 S.63.4/1～H1.3/31

ベンチャースピリット
●世界初のネットワークゲームの開発啓蒙
●独自のネットワークシステム（MSX画像通信）

●通信自由化と共に起業
●準備室（スーパーテレコム）
●株式会社日本テレネット設立（11月19日）

●世界初のゲーム電送販売
●コナミ・ゲームデータベースとのゲートウェイシステム

●PD通信EDMシステム開発
●大和証券　証券情報ゲートウェイシステム
●LINKS CUG（産能大、日本能力協会）

●LINKSアンケートシステム

●グラフィック表現

●AP（東京・名古屋・大阪）
●AP拡大（福岡・高松・広島）

●A1グランプリ
●ミッドナイトラリー
●ガーリーブロック

●ゲームソフトメーカー各社と販売契約成立
　（ゲーム120、教育160タイトル）
●10月東京エレショー出展

●モデム 13,500個総出荷
●ゲーム・教育ソフトの電送販売（EDM）

●雑誌「MSX-FAN」にTHE LINKSコーナー開設
　イベント戦略

●夏休み宿題お助けネット開催

オフライン・
ミーティング

●MSX-FANに冊子付録

ホームトレーディング
金融・株式情報ネット

87/11

●ダイレス 7821名5326名

●ディーバ

●ノリピー他（サンミュージック）

●AP拡大（札幌・仙台）
●メールBOX、BBS強化 ●LINKS、SiLK移植

●PC通信TTYシステム開発

88/10

●社員8名

●1640株（株主15名）

●発起人会（8月）

●世界初のネットワークゲーム開発

●2660株　1億3300万（株主21名）
●5月/4080株　2億400万（株主27名）に増資

●11360株　5億6800万（株主28名）に増資
●松下電器産業（株）の資本参加

●3億2400万に増資

●8月　LINKS（事）ナショナルビルへ移動

●LINKS・FAINS・CUG　3事業部体制
●社員25名（男15/女10）

●第1回株主総会（6月）

新たな地平への挑戦

第2次計画

●ホームユース・マーケットを目標
●ネットワークゲームの開発強化

サービスの強化

ホスト M-340

プログラムダウンロード

オリジナルモデム

ネットワークゲーム大会
●A1-タウン・A1クラブ開設

88/12
実用サービス開始

MINT部
松下電器ホーム
VAN

MINT部
松下電器ホーム
VAN

大学生ネットワーク

●竜宮帝国の逆襲
●キャロット昆虫ファーブル

バーチャルタウン

●ときめきバナナ（日本放送）
●千倉真理のチャットルーム
●天才タイラのパソコン通信生本番
　（KBS京都）

ラジオ・パソ通のメディアMIX

ネットワークゲーム

スーパーエンジェルズ発足
グリーティングカード・メールサービス

タレントコーナー

●1万人会員達成 ●部門別収支確率
●新たな投資戦略
●松下電器産業（株）の経営参画

M-340

M-730

MSX PS通信
THE LINKS

大和証券
FAINS
サービス

SiLKネットLCネット
計画

CAN
サービス
実験

無理やり会員キャンペーン

30
CHRONICLE OF

YEARS
日本テレネット30年の歴史

1989 第5期 H1.4/1～H2.3/31

7650名

●LINKS、VII構築（TTY方式の確率）
●CANシステム開発

●オリジナルゲーム「ハパザード」
●社会認識システム

●社員34名
　（男22/女12）

●東京ディズニーランド
　第1回社員旅行
　（5周年記念/11月）

　　　　

89/3 ●TTYサービス

5000名

●ミセスプラザ「生活記者」
●インテリジェントプラザ「自己啓発」
●ヤングプラザ「遊ステーション」
●ショッピングプラザ
　（産直、チケット、フラワーギフト）

4/1分離

●チャンネルゼロ

●オリジナルゲームハパザード

くじ付きメールサービス
放送番組型サービス

●プロフィールサービス
会員顔写真転送システム

ゲーム三昧

EDMサービス実験

レモン探偵団発足

授業構造の見極め・有効的組織の確率
プロ集団
●サービス模索の時代、多様化と拡大
●業務管理の強化

BEST電器
Bam!ネット

大学生サークル組織化戦略

New LINKS WORLD

●ショールーム・イベント
●ベスト電器と共同展開

量販店頭販売強化

●大悲山キャンプ
MSX専門誌とタイアップ

FAX・ネットワーク開発

なにわサービス

融合化

1990 第6期 H2.4/1～H3.3/31 1991 第7期 H3.4/1～H4.3/31 1992 第8期 H4.4/1～H5.3/31 1993 第9期 H5.4/1～H6.3/31 1994 第10期 H6.4/1～H7.3/31

●電遊フェスティバル
●信楽焼ツアー

9718名 12000名 9000名 5000名 ●競犬大会

8月終了

終了

91/9

92/4
92/11開始

93/3 94/12

松下G

94/10

570回線92AP570回線92AP

708回線96AP

610回線96AP
500万枚/年

500種編集
購読数4000万部

（全国92AP/2万ヶ所/時）

92/4 92/10

●魔術師妖精学校

●チャットでビンゴ
●競羊大会

●「ha! CAN」発行
●サークルマガジン出版

統合 90/2
L方式停止 90/11

●オリジナルゲーム「魔術師妖精学校」 ●C-DRIVE

●PCアンケートシステム開発

●2月　編成部、ナショナルビルから
　リクルートビルへ移動

●LINKS・SiLK・CAN　3事業部体制
●社員30名（男18/女12）

●社員27名（男14/女13）

共生
●学生マーケットへの傾注
●生活支援型ネットワーク
●クリエイティブ・オブ・ライフ

●ダウンサイジングのFAXネットワーク
●爆発する新サービス

●顧客優先経営　●成果主義の徹底
●PC通信、FAXネット2事業の重点化
●営業戦略の転換ーーー法人チャネル開拓

●CS部設立
●社員31名
　（男18/女13）

●山城温泉社員旅行（2月）
●スペイン村社員旅行（7月）

●LINKファイル/プログラムダウンロードの機能up

●中期方針発表

実験システムの見直し

90/4S 学生1000サークル
企業10社組織化

●トレンディーライフクラブ（講師：坂井直樹）
●ヘルシークッキング
●伸びのび子育て
●ブック倶楽部
●花の万博コーナー
●ペンション情報
●Wacoal/DADADO販売

●Net Work CLUB by DIME
●ビジネス交遊館
●プレゼン研究室

●chat開始
●CUGサービス開始
●DIMEデータベース　　

THE LINKS

●C-DRIVE
●ZSRC

ネットワークRPG

●MSXクリエーター
●企画BBS

ゲームメイキングPrj

クリエイターズルーム

●「ずばりそうでしょう」
●ウルトラ競馬大会

チャットイベント

インディーズBBS

世界一周クイズ大会

A1 STプロジェクト

〈第2次転換期〉自立独立の精神 真の生活支援型ネットワーク
●システムの確信＝（ダウンサイジング）
●VAN事業の確率
●次世代マルチメディアPC通信開発

●メディアジャック
●ネットワークビジネススクール
●自己診断シミュレーション

●FAXサーベイシステム開発　●AP110拠点
●PC通信メンテ開発　●SPL9600bps開始

●メディアジャック
●ネットワークビジネススクール
●自己診断シミュレーション

●FAXサーベイシステム開発　●AP110拠点
●PC通信メンテ開発　●SPL9600bps開始

●横山ノック、桂三枝、他

●ワイルドギース開催
●レンタルBBS実施

●X-City開始
●基本料金廃止

●社員30名
　（男18/女12）

●住友生命 FAX情報誌93/10

マルチメディアを目指す
●事業基盤の形成（各事業の収益化）
●累損の一掃
●ネットワーク網強化

●社員36名（男22/女14）

経営基盤の確立

M-730 M-1400

CANネット

A1ネット

A1ネット NBA

VAN事業

SiLK NET
松下へ移行

PC-LAN
（FAX-NET） 東京・京都128K

専用回線（東・名・阪）

月間配信100万枚構築

エロティックマガジン
EDM実験

リビング
Pana Press
計画

松下電器産業（株）
リビングFAXネット
開発・運用の受託 汎用向け開発

情報BOX開発 情報BOX
サービス
スタート

情報BOX開発

●適正診断サービス

●U1ワープロ名人館

日本初オンライン
研修システムヤングビジネスマン

ライフサポートネット
ヤングビジネスマン
ライフサポートネット

トライアルキャンペーン
NBS

法人営業展開
L-net

東名阪企業への営業展開
THE LINKS  super Links

●8周年記念
　リンクス・サンクス・キャンペーン
●恵那キャンプ

専門誌広告強化

super
Links

FAX
ネットワーク
サービス
L-net

コンテンツ
事業

ダウンサイジング 東京ネットワークセンター開設

ネットワーク網強化

CANステーション

日本テレネット30年のクロニクル
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SYSTEM
host & PC・FAX
Net Work

OUTSOURCING

パソコン通信
INTERNET-CONTENTS
MOBILE-CONTENTS

販売
プロモーション

FAX-CONTENTS

FAX-net

SI-VAN

理念
経営方針
経営戦略

主な活動

組織

資本

社内行事

1985 第1期 S.60.11/19～S61.3/31 1986 第2期 S.61.4/1～S62.3/31 1987 第3期 S.62.4/1～S63.3/31 1988 第4期 S.63.4/1～H1.3/31

ベンチャースピリット
●世界初のネットワークゲームの開発啓蒙
●独自のネットワークシステム（MSX画像通信）

●通信自由化と共に起業
●準備室（スーパーテレコム）
●株式会社日本テレネット設立（11月19日）

●世界初のゲーム電送販売
●コナミ・ゲームデータベースとのゲートウェイシステム

●PD通信EDMシステム開発
●大和証券　証券情報ゲートウェイシステム
●LINKS CUG（産能大、日本能力協会）

●LINKSアンケートシステム

●グラフィック表現

●AP（東京・名古屋・大阪）
●AP拡大（福岡・高松・広島）

●A1グランプリ
●ミッドナイトラリー
●ガーリーブロック

●ゲームソフトメーカー各社と販売契約成立
　（ゲーム120、教育160タイトル）
●10月東京エレショー出展

●モデム 13,500個総出荷
●ゲーム・教育ソフトの電送販売（EDM）

●雑誌「MSX-FAN」にTHE LINKSコーナー開設
　イベント戦略

●夏休み宿題お助けネット開催

オフライン・
ミーティング

●MSX-FANに冊子付録

ホームトレーディング
金融・株式情報ネット

87/11

●ダイレス 7821名5326名

●ディーバ

●ノリピー他（サンミュージック）

●AP拡大（札幌・仙台）
●メールBOX、BBS強化 ●LINKS、SiLK移植

●PC通信TTYシステム開発

88/10

●社員8名

●1640株（株主15名）

●発起人会（8月）

●世界初のネットワークゲーム開発

●2660株　1億3300万（株主21名）
●5月/4080株　2億400万（株主27名）に増資

●11360株　5億6800万（株主28名）に増資
●松下電器産業（株）の資本参加

●3億2400万に増資

●8月　LINKS（事）ナショナルビルへ移動

●LINKS・FAINS・CUG　3事業部体制
●社員25名（男15/女10）

●第1回株主総会（6月）

新たな地平への挑戦

第2次計画

●ホームユース・マーケットを目標
●ネットワークゲームの開発強化

サービスの強化

ホスト M-340

プログラムダウンロード

オリジナルモデム

ネットワークゲーム大会
●A1-タウン・A1クラブ開設

88/12
実用サービス開始

MINT部
松下電器ホーム
VAN

MINT部
松下電器ホーム
VAN

大学生ネットワーク

●竜宮帝国の逆襲
●キャロット昆虫ファーブル

バーチャルタウン

●ときめきバナナ（日本放送）
●千倉真理のチャットルーム
●天才タイラのパソコン通信生本番
　（KBS京都）

ラジオ・パソ通のメディアMIX

ネットワークゲーム

スーパーエンジェルズ発足
グリーティングカード・メールサービス

タレントコーナー

●1万人会員達成 ●部門別収支確率
●新たな投資戦略
●松下電器産業（株）の経営参画

M-340

M-730

MSX PS通信
THE LINKS

大和証券
FAINS
サービス

SiLKネットLCネット
計画

CAN
サービス
実験

無理やり会員キャンペーン

日本テレネット30年の歴史

1989 第5期 H1.4/1～H2.3/31

7650名

●LINKS、VII構築（TTY方式の確率）
●CANシステム開発

●オリジナルゲーム「ハパザード」
●社会認識システム

●社員34名
　（男22/女12）

●東京ディズニーランド
　第1回社員旅行
　（5周年記念/11月）

　　　　

89/3 ●TTYサービス

5000名

●ミセスプラザ「生活記者」
●インテリジェントプラザ「自己啓発」
●ヤングプラザ「遊ステーション」
●ショッピングプラザ
　（産直、チケット、フラワーギフト）

4/1分離

●チャンネルゼロ

●オリジナルゲームハパザード

くじ付きメールサービス
放送番組型サービス

●プロフィールサービス
会員顔写真転送システム

ゲーム三昧

EDMサービス実験

レモン探偵団発足

授業構造の見極め・有効的組織の確率
プロ集団
●サービス模索の時代、多様化と拡大
●業務管理の強化

BEST電器
Bam!ネット

大学生サークル組織化戦略

New LINKS WORLD

●ショールーム・イベント
●ベスト電器と共同展開

量販店頭販売強化

●大悲山キャンプ
MSX専門誌とタイアップ

FAX・ネットワーク開発

なにわサービス

融合化

1990 第6期 H2.4/1～H3.3/31 1991 第7期 H3.4/1～H4.3/31 1992 第8期 H4.4/1～H5.3/31 1993 第9期 H5.4/1～H6.3/31 1994 第10期 H6.4/1～H7.3/31

●電遊フェスティバル
●信楽焼ツアー

9718名 12000名 9000名 5000名 ●競犬大会

8月終了

終了

91/9

92/4
92/11開始

93/3 94/12

松下G

94/10

570回線92AP570回線92AP

708回線96AP

610回線96AP
500万枚/年

500種編集
購読数4000万部

（全国92AP/2万ヶ所/時）

92/4 92/10

●魔術師妖精学校

●チャットでビンゴ
●競羊大会

●「ha! CAN」発行
●サークルマガジン出版

統合 90/2
L方式停止 90/11

●オリジナルゲーム「魔術師妖精学校」 ●C-DRIVE

●PCアンケートシステム開発

●2月　編成部、ナショナルビルから
　リクルートビルへ移動

●LINKS・SiLK・CAN　3事業部体制
●社員30名（男18/女12）

●社員27名（男14/女13）

共生
●学生マーケットへの傾注
●生活支援型ネットワーク
●クリエイティブ・オブ・ライフ

●ダウンサイジングのFAXネットワーク
●爆発する新サービス

●顧客優先経営　●成果主義の徹底
●PC通信、FAXネット2事業の重点化
●営業戦略の転換ーーー法人チャネル開拓

●CS部設立
●社員31名
　（男18/女13）

●山城温泉社員旅行（2月）
●スペイン村社員旅行（7月）

●LINKファイル/プログラムダウンロードの機能up

●中期方針発表

実験システムの見直し

90/4S 学生1000サークル
企業10社組織化

●トレンディーライフクラブ（講師：坂井直樹）
●ヘルシークッキング
●伸びのび子育て
●ブック倶楽部
●花の万博コーナー
●ペンション情報
●Wacoal/DADADO販売

●Net Work CLUB by DIME
●ビジネス交遊館
●プレゼン研究室

●chat開始
●CUGサービス開始
●DIMEデータベース　　

THE LINKS

●C-DRIVE
●ZSRC

ネットワークRPG

●MSXクリエーター
●企画BBS

ゲームメイキングPrj

クリエイターズルーム

●「ずばりそうでしょう」
●ウルトラ競馬大会

チャットイベント

インディーズBBS

世界一周クイズ大会

A1 STプロジェクト

〈第2次転換期〉自立独立の精神 真の生活支援型ネットワーク
●システムの確信＝（ダウンサイジング）
●VAN事業の確率
●次世代マルチメディアPC通信開発

●メディアジャック
●ネットワークビジネススクール
●自己診断シミュレーション

●FAXサーベイシステム開発　●AP110拠点
●PC通信メンテ開発　●SPL9600bps開始

●メディアジャック
●ネットワークビジネススクール
●自己診断シミュレーション

●FAXサーベイシステム開発　●AP110拠点
●PC通信メンテ開発　●SPL9600bps開始

●横山ノック、桂三枝、他

●ワイルドギース開催
●レンタルBBS実施

●X-City開始
●基本料金廃止

●社員30名
　（男18/女12）

●住友生命 FAX情報誌93/10

マルチメディアを目指す
●事業基盤の形成（各事業の収益化）
●累損の一掃
●ネットワーク網強化

●社員36名（男22/女14）

経営基盤の確立

M-730 M-1400

CANネット

A1ネット

A1ネット NBA

VAN事業

SiLK NET
松下へ移行

PC-LAN
（FAX-NET） 東京・京都128K

専用回線（東・名・阪）

月間配信100万枚構築

エロティックマガジン
EDM実験

リビング
Pana Press
計画

松下電器産業（株）
リビングFAXネット
開発・運用の受託 汎用向け開発

情報BOX開発 情報BOX
サービス
スタート

情報BOX開発

●適正診断サービス

●U1ワープロ名人館

日本初オンライン
研修システムヤングビジネスマン

ライフサポートネット
ヤングビジネスマン
ライフサポートネット

トライアルキャンペーン
NBS

法人営業展開
L-net

東名阪企業への営業展開
THE LINKS  super Links

●8周年記念
　リンクス・サンクス・キャンペーン
●恵那キャンプ

専門誌広告強化

super
Links

FAX
ネットワーク
サービス
L-net

コンテンツ
事業

ダウンサイジング 東京ネットワークセンター開設

ネットワーク網強化

CANステーション

日本テレネット30年のクロニクル
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SYSTEM
host & PC・FAX
Net Work

OUTSOURCING

パソコン通信
INTERNET-CONTENTS
MOBILE-CONTENTS

販売
プロモーション

FAX-CONTENTS

FAX-net

SI-VAN

理念
経営方針
経営戦略

主な活動

組織

資本

社内行事

1985 第1期 S.60.11/19～S61.3/31 1986 第2期 S.61.4/1～S62.3/31 1987 第3期 S.62.4/1～S63.3/31 1988 第4期 S.63.4/1～H1.3/31

ベンチャースピリット
●世界初のネットワークゲームの開発啓蒙
●独自のネットワークシステム（MSX画像通信）

●通信自由化と共に起業
●準備室（スーパーテレコム）
●株式会社日本テレネット設立（11月19日）

●世界初のゲーム電送販売
●コナミ・ゲームデータベースとのゲートウェイシステム

●PD通信EDMシステム開発
●大和証券　証券情報ゲートウェイシステム
●LINKS CUG（産能大、日本能力協会）

●LINKSアンケートシステム

●グラフィック表現

●AP（東京・名古屋・大阪）
●AP拡大（福岡・高松・広島）

●A1グランプリ
●ミッドナイトラリー
●ガーリーブロック

●ゲームソフトメーカー各社と販売契約成立
　（ゲーム120、教育160タイトル）
●10月東京エレショー出展

●モデム 13,500個総出荷
●ゲーム・教育ソフトの電送販売（EDM）

●雑誌「MSX-FAN」にTHE LINKSコーナー開設
　イベント戦略

●夏休み宿題お助けネット開催

オフライン・
ミーティング

●MSX-FANに冊子付録

ホームトレーディング
金融・株式情報ネット

87/11

●ダイレス 7821名5326名

●ディーバ

●ノリピー他（サンミュージック）

●AP拡大（札幌・仙台）
●メールBOX、BBS強化 ●LINKS、SiLK移植

●PC通信TTYシステム開発

88/10

●社員8名

●1640株（株主15名）

●発起人会（8月）

●世界初のネットワークゲーム開発

●2660株　1億3300万（株主21名）
●5月/4080株　2億400万（株主27名）に増資

●11360株　5億6800万（株主28名）に増資
●松下電器産業（株）の資本参加

●3億2400万に増資

●8月　LINKS（事）ナショナルビルへ移動

●LINKS・FAINS・CUG　3事業部体制
●社員25名（男15/女10）

●第1回株主総会（6月）

新たな地平への挑戦

第2次計画

●ホームユース・マーケットを目標
●ネットワークゲームの開発強化

サービスの強化

ホスト M-340

プログラムダウンロード

オリジナルモデム

ネットワークゲーム大会
●A1-タウン・A1クラブ開設

88/12
実用サービス開始

MINT部
松下電器ホーム
VAN

MINT部
松下電器ホーム
VAN

大学生ネットワーク

●竜宮帝国の逆襲
●キャロット昆虫ファーブル

バーチャルタウン

●ときめきバナナ（日本放送）
●千倉真理のチャットルーム
●天才タイラのパソコン通信生本番
　（KBS京都）

ラジオ・パソ通のメディアMIX

ネットワークゲーム

スーパーエンジェルズ発足
グリーティングカード・メールサービス

タレントコーナー

●1万人会員達成 ●部門別収支確率
●新たな投資戦略
●松下電器産業（株）の経営参画

M-340

M-730

MSX PS通信
THE LINKS

大和証券
FAINS
サービス

SiLKネットLCネット
計画

CAN
サービス
実験

無理やり会員キャンペーン

日本テレネット30年の歴史

1989 第5期 H1.4/1～H2.3/31

7650名

●LINKS、VII構築（TTY方式の確率）
●CANシステム開発

●オリジナルゲーム「ハパザード」
●社会認識システム

●社員34名
　（男22/女12）

●東京ディズニーランド
　第1回社員旅行
　（5周年記念/11月）

　　　　

89/3 ●TTYサービス

5000名

●ミセスプラザ「生活記者」
●インテリジェントプラザ「自己啓発」
●ヤングプラザ「遊ステーション」
●ショッピングプラザ
　（産直、チケット、フラワーギフト）

4/1分離

●チャンネルゼロ

●オリジナルゲームハパザード

くじ付きメールサービス
放送番組型サービス

●プロフィールサービス
会員顔写真転送システム

ゲーム三昧

EDMサービス実験

レモン探偵団発足

授業構造の見極め・有効的組織の確率
プロ集団
●サービス模索の時代、多様化と拡大
●業務管理の強化

BEST電器
Bam!ネット

大学生サークル組織化戦略

New LINKS WORLD

●ショールーム・イベント
●ベスト電器と共同展開

量販店頭販売強化

●大悲山キャンプ
MSX専門誌とタイアップ

FAX・ネットワーク開発

なにわサービス

融合化

1990 第6期 H2.4/1～H3.3/31 1991 第7期 H3.4/1～H4.3/31 1992 第8期 H4.4/1～H5.3/31 1993 第9期 H5.4/1～H6.3/31 1994 第10期 H6.4/1～H7.3/31

●電遊フェスティバル
●信楽焼ツアー

9718名 12000名 9000名 5000名 ●競犬大会

8月終了

終了

91/9

92/4
92/11開始

93/3 94/12

松下G

94/10

570回線92AP570回線92AP

708回線96AP

610回線96AP
500万枚/年

500種編集
購読数4000万部

（全国92AP/2万ヶ所/時）

92/4 92/10

●魔術師妖精学校

●チャットでビンゴ
●競羊大会

●「ha! CAN」発行
●サークルマガジン出版

統合 90/2
L方式停止 90/11

●オリジナルゲーム「魔術師妖精学校」 ●C-DRIVE

●PCアンケートシステム開発

●2月　編成部、ナショナルビルから
　リクルートビルへ移動

●LINKS・SiLK・CAN　3事業部体制
●社員30名（男18/女12）

●社員27名（男14/女13）

共生
●学生マーケットへの傾注
●生活支援型ネットワーク
●クリエイティブ・オブ・ライフ

●ダウンサイジングのFAXネットワーク
●爆発する新サービス

●顧客優先経営　●成果主義の徹底
●PC通信、FAXネット2事業の重点化
●営業戦略の転換ーーー法人チャネル開拓

●CS部設立
●社員31名
　（男18/女13）

●山城温泉社員旅行（2月）
●スペイン村社員旅行（7月）

●LINKファイル/プログラムダウンロードの機能up

●中期方針発表

実験システムの見直し

90/4S 学生1000サークル
企業10社組織化

●トレンディーライフクラブ（講師：坂井直樹）
●ヘルシークッキング
●伸びのび子育て
●ブック倶楽部
●花の万博コーナー
●ペンション情報
●Wacoal/DADADO販売

●Net Work CLUB by DIME
●ビジネス交遊館
●プレゼン研究室

●chat開始
●CUGサービス開始
●DIMEデータベース　　

THE LINKS

●C-DRIVE
●ZSRC

ネットワークRPG

●MSXクリエーター
●企画BBS

ゲームメイキングPrj

クリエイターズルーム

●「ずばりそうでしょう」
●ウルトラ競馬大会

チャットイベント

インディーズBBS

世界一周クイズ大会

A1 STプロジェクト

〈第2次転換期〉自立独立の精神 真の生活支援型ネットワーク
●システムの確信＝（ダウンサイジング）
●VAN事業の確率
●次世代マルチメディアPC通信開発

●メディアジャック
●ネットワークビジネススクール
●自己診断シミュレーション

●FAXサーベイシステム開発　●AP110拠点
●PC通信メンテ開発　●SPL9600bps開始

●メディアジャック
●ネットワークビジネススクール
●自己診断シミュレーション

●FAXサーベイシステム開発　●AP110拠点
●PC通信メンテ開発　●SPL9600bps開始

●横山ノック、桂三枝、他

●ワイルドギース開催
●レンタルBBS実施

●X-City開始
●基本料金廃止

●社員30名
　（男18/女12）

●住友生命 FAX情報誌93/10

マルチメディアを目指す
●事業基盤の形成（各事業の収益化）
●累損の一掃
●ネットワーク網強化

●社員36名（男22/女14）

経営基盤の確立

M-730 M-1400

CANネット

A1ネット

A1ネット NBA

VAN事業

SiLK NET
松下へ移行

PC-LAN
（FAX-NET） 東京・京都128K

専用回線（東・名・阪）

月間配信100万枚構築

エロティックマガジン
EDM実験

リビング
Pana Press
計画

松下電器産業（株）
リビングFAXネット
開発・運用の受託 汎用向け開発

情報BOX開発 情報BOX
サービス
スタート

情報BOX開発

●適正診断サービス

●U1ワープロ名人館

日本初オンライン
研修システムヤングビジネスマン

ライフサポートネット
ヤングビジネスマン
ライフサポートネット

トライアルキャンペーン
NBS

法人営業展開
L-net

東名阪企業への営業展開
THE LINKS  super Links

●8周年記念
　リンクス・サンクス・キャンペーン
●恵那キャンプ

専門誌広告強化

super
Links

FAX
ネットワーク
サービス
L-net

コンテンツ
事業

ダウンサイジング 東京ネットワークセンター開設

ネットワーク網強化

CANステーション

日本テレネット30年のクロニクル
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SYSTEM
host & PC・FAX
Net Work

OUTSOURCING

パソコン通信
INTERNET-CONTENTS
MOBILE-CONTENTS

販売
プロモーション

FAX-CONTENTS

FAX-net

SI-VAN

理念
経営方針
経営戦略

主な活動

組織

資本

社内行事

1985 第1期 S.60.11/19～S61.3/31 1986 第2期 S.61.4/1～S62.3/31 1987 第3期 S.62.4/1～S63.3/31 1988 第4期 S.63.4/1～H1.3/31

ベンチャースピリット
●世界初のネットワークゲームの開発啓蒙
●独自のネットワークシステム（MSX画像通信）

●通信自由化と共に起業
●準備室（スーパーテレコム）
●株式会社日本テレネット設立（11月19日）

●世界初のゲーム電送販売
●コナミ・ゲームデータベースとのゲートウェイシステム

●PD通信EDMシステム開発
●大和証券　証券情報ゲートウェイシステム
●LINKS CUG（産能大、日本能力協会）

●LINKSアンケートシステム

●グラフィック表現

●AP（東京・名古屋・大阪）
●AP拡大（福岡・高松・広島）

●A1グランプリ
●ミッドナイトラリー
●ガーリーブロック

●ゲームソフトメーカー各社と販売契約成立
　（ゲーム120、教育160タイトル）
●10月東京エレショー出展

●モデム 13,500個総出荷
●ゲーム・教育ソフトの電送販売（EDM）

●雑誌「MSX-FAN」にTHE LINKSコーナー開設
　イベント戦略

●夏休み宿題お助けネット開催

オフライン・
ミーティング

●MSX-FANに冊子付録

ホームトレーディング
金融・株式情報ネット

87/11

●ダイレス 7821名5326名

●ディーバ

●ノリピー他（サンミュージック）

●AP拡大（札幌・仙台）
●メールBOX、BBS強化 ●LINKS、SiLK移植

●PC通信TTYシステム開発

88/10

●社員8名

●1640株（株主15名）

●発起人会（8月）

●世界初のネットワークゲーム開発

●2660株　1億3300万（株主21名）
●5月/4080株　2億400万（株主27名）に増資

●11360株　5億6800万（株主28名）に増資
●松下電器産業（株）の資本参加

●3億2400万に増資

●8月　LINKS（事）ナショナルビルへ移動

●LINKS・FAINS・CUG　3事業部体制
●社員25名（男15/女10）

●第1回株主総会（6月）

新たな地平への挑戦

第2次計画

●ホームユース・マーケットを目標
●ネットワークゲームの開発強化

サービスの強化

ホスト M-340

プログラムダウンロード

オリジナルモデム

ネットワークゲーム大会
●A1-タウン・A1クラブ開設

88/12
実用サービス開始

MINT部
松下電器ホーム
VAN

MINT部
松下電器ホーム
VAN

大学生ネットワーク

●竜宮帝国の逆襲
●キャロット昆虫ファーブル

バーチャルタウン

●ときめきバナナ（日本放送）
●千倉真理のチャットルーム
●天才タイラのパソコン通信生本番
　（KBS京都）

ラジオ・パソ通のメディアMIX

ネットワークゲーム

スーパーエンジェルズ発足
グリーティングカード・メールサービス

タレントコーナー

●1万人会員達成 ●部門別収支確率
●新たな投資戦略
●松下電器産業（株）の経営参画

M-340

M-730

MSX PS通信
THE LINKS

大和証券
FAINS
サービス

SiLKネットLCネット
計画

CAN
サービス
実験

無理やり会員キャンペーン

日本テレネット30年の歴史

1996 第12期 H8.4/1～H9.3/31 1997 第13期 H9.4/1～H10.3/31 1998 第14期 H10.4/1～H11.3/31 1999 第15期 H11.4/1～H12.3/31 2000 第16期 H12.4/1～H13.3/31

事業開始（4月）

●会員累計1万名
　人気Sig/
　ミズプランニング・コーナー、
　Majolica Tower、
　P's Factory

●インターネットコンテンツサービス開始
●www.linx.co.jp
●Super Linksホームページ立ち上げ
●arcssホームページ立ち上げ

●パソコン通信
　Super Linksサービスを
　インターネットへ移行

●経理・販売支援業務開始
●CTI構築プロジェクト発足（下期）

●CATV協業センター受託
●家電量販販売会社バックオフィス本格スタート
●ＣＲＭ事業基盤づくり

●KBSラジオ
　番組連動ホームページ
　運営（8月）

●マーケティング型IT商品づくり　　　　 ●自社マーケティングサイト
　構築（10月）

●「FAXご活用事例集実戦テンプレート集」
　作成・配布

付加価値の追求
揺るぎない事業基盤確立期
●SBUシステムの徹底

●社員39名（男23/女16）平均年齢30.7歳

●11,360株（株主23名）

●11周年記念式典

コア・コンピタンス
新社会ネットワークシステム事業への挑戦
●他社に負けない独自の商品づくり　●基盤事業の継続的収益力安定化
●新事業創造への挑戦と社会システムへのビルトイン

●社員42名（男24/女18）平均年齢31.4歳

●本社事務所拡張
●アウトソーシング事業部設置（下期）
●第8回SEフォーラム・森本社員最優秀賞受賞（11月）

●12周年記念式典

●積水 FamiS 情報BOXサービス開始（5月）
●松下得品営業部「得得得情報」創刊（6月）

●「日刊GAME流通」創刊（3月）
●「NEWS DIGEST」1000号達成

●1000回線110AP

●アドビジョン構想

●積水 FamiS 情報BOXサービス開始（5月）
●松下得品営業部「得得得情報」創刊（6月）

●「日刊GAME流通」創刊（3月）
●「NEWS DIGEST」1000号達成

●1,517万枚/年　●契約企業社数：239社
●送信者ID発行数：693 ID　●FAX情報BOX一般顧客向けサービス開始

●1,868万枚/年　●契約企業社数：325社
●送信者ID発行数：1,181 ID

共感経営
顧客・株主・社員三位一体型共感・経営の実践
●顧客第一主義　●コア・コンピタンス
●コミュニティー型企業の風土づくり

●社員42名（男28/女14）平均年齢29.9歳
●酒井　章顧問ご就任
●橋本　實顧問ご就任

●社員52名（男34/女18）
　※契約社員12名含む　
　平均年齢29.9歳

●サクセスパーティー、社員表彰制度の充実
　「CS大賞」「感動商品大賞」

●社員旅行・山代温泉（11月）
●13周年記念式典

新しい価値の創出
Be Active Investor!（積極的な起業家たれ！）
●Speed経営　●Innovation
●質の定義の明確化
●ネットワークビジネス、CRMビジネスのアメリカ視察（8月）
●東京事務所移転、浜松町へ（10月）
●2000年問題取り組み

●14周年記念式典

●社員77名（男51/女22/出向4名）※契約社員17名含む
●谷山義和審議役ご就任

e-Business Link   Network Enterprise
連携と集約
●Speed経営　●Deck Share戦略　
●Reach & Richness戦略
●事務所拡張（9月）
●スローネット株式会社への出資　●ワウワウクラブ・ドットコムへの出資
●Bit Motherへの出資

●15周年
　記念式典

●ふれあいネット「Pana Press」創刊（10月）

●2,442万枚/年　●契約企業社数：424社
●送信者ID発行数：1,609 ID　●FAXふれあいネット立ち上げ（10月）

●日本生命「元気das」創刊（5月25日）
●住友生命「イブニングニュース」創刊（6月4日）
●第一生命「社長塾」編集（4月）
●ドコモショップ向け「mobiler」創刊（2月）
●年間1,020紙発行

●第一生命「プライムネット」編集（4月）

●年間650紙発行 ●年間850紙発行

●1000回線110AP

●アドビジョン構想

●パナソフトDream NET III 開発（12月）

●ドリームネット eコマース受託業務

月間送信250万枚構築 月間送信300万枚構築

首都圏営業体制 東京事務所移転（浜松町）

社内LANシステム構築

CRM経理支援
サービス

CRMセンター
開設

●日本生命HP「元気das」 
　コーナーコンテンツ製作

●スローネット事業プロジェクト発足

●（株）Bit Mother立ち上げ（11月）●999プロジェクト発足

●999プロジェクト「インターネット博覧会」参加（12月）

●スローネット株式会社設立（7月）

INTERNET

WOWOW
CLUB.COM

●L-net課金システム構築（10月）●インフラ再構築・AP統廃合実施・γボード化（下期） ●L-net課金システム構築（10月）

●4AP
Green Net

あてな名人
ver.1
開発

編集名人
開発

Host to FAX 開発（上期）

Dream Net Pana
Sense

新情報
BOX
サービス

あてな名人
2000開発

Host to FAX
開発

シニアライフ
サポートネット
Slownet

コミュニケーション
エージェント・ソフト
999prj.

モバイルサービス
企画・開発会社
Bit Mother

CRM

●松下興産「グリーンネット」開発（4月）
●ドリームネット受発注システム開発（9月） ●Pana Sense AVソフト eコマースの開発委・運用（4月）●Pana Sense AVソフト eコマースの開発委・運用（4月）

●Life Vit.com コンタクトセンター運用受託
●クレジット系回収督促コールセンター運用受託

●ワウワウクラブ.com
　構築・運営（10月）
●タイトーiモードサービス運営（4月）

●ワウワウクラブ.com
　構築・運営（10月）
●タイトーiモードサービス運営（4月）

●3,339万枚/年　●契約企業社数：455社
●送信者ID発行数：1,787 ID　◎月間350万枚送信達成
●3,339万枚/年　●契約企業社数：455社
●送信者ID発行数：1,787 ID　◎月間350万枚送信達成

サ
ー
ビ
ス
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（6月）

●積水化学HP「お手入れ」コーナー・コンテンツ製作（4月）
●ワウワウ・マーケティングサイト構築・運用（9月）

●日本生命「元気das」創刊（5月25日）
●住友生命「イブニングニュース」創刊（6月4日）
●第一生命「社長塾」編集（4月）
●ドコモショップ向け「mobiler」創刊（2月）
●年間1,020紙発行

1995 第11期 H7.4/1～H8.3/31

9000名

感動のCS
新たな挑戦 Take OFF
●次世代ネット開発（マルチメディア）
●L-net・VAN・コンテンツ3事業基盤の確立
●11月19日　10周年記念

●社員47名（男29/女18）
●恒川　博顧問ご就任（～95年）
●中川正男顧問ご就任

●第1回役員会開催　●歴代管理部長感謝会
●10周年記念式典
●社員旅行・LasVegas（2月）

●「兵庫県南部地震」救済募金コーナー
●横山ノック知事通信
●川藤の「これが阪神タイガースや」 

●松下電器産業　AV&CC情報開発

情報BOX
サービス
情報BOX
サービス

FAXサーベイ
サービス

時期システム開発

首都圏営業体制

2001 第17期 H13.4/1～H14.3/31 2002 第18期 H14.4/1～H15.3/31 2003 第19期 H15.4/1～H16.3/31 2004 第20期 H16.4/1～H17.3/31

●「あな町」サイトの
　商品110番立ち
　上げ

●山形副社長退任・相談役就任 ●社員78名
●コールセンター拡充

●社員108名
●ISLab.設立

●社員数135名（男94／女41）
　※契約60名含む

---ATTRACTIVE---
活力・倍速思考・高効率

New Wave! New Power!
着実・着眼・革新

Service Leadership Company
顧客満足価値の追求

Quality Service Provider
企業価値・事業価値・社員価値

2005 第21期 H17.4/1～H18.3/31
Quality Service Providerの実践

2006 第22期 H18.4/1～H19.3/31
「SERVICEを科学する！」の実践

事業使命の確立と実践、生活支援型企業への変革
2つの関連会社設立、企業ブランドの構築

●高品質サービスの創出　●企業価値と我社の役割の再構築　
●新たなるチャレンジ

●アースデザインインターナショナル（株）へ出資
●（株）EPネットへ出資

●サービス品質評価指標KPIの導入

●上海旅行

●プライバシーポリシー宣言 ●東京事務所移転・拡充
●プライバシーマーク収得

●Web版社内報創刊 ●20周年記念社内パーティー
●20周年記念「感謝の宴」（上賀茂神社）
●社員主催“サロン会”開始

●L-netサービス新ＦＡＸボード切替により送信能力160％にアップ ●L-netのアクセスポイント強化

●産業廃棄物画像追跡システムの開発
●WOWOW CLUB.COMが（株）WOWOWに統合される

●EDI社とＥマニフェストシステム
　構築・運用のアライアンス開始

●家電流通店舗向けテクニカルヘルプデスク開始
●営業支援型携帯グループウェア「モバイルオフィス」サービス開始
●クレジット督促コールセンターOS運用開始

●クレジット系バックオフィスOS運用開始

（ダイレクトマーケティング支援開始）

●掛川市主催
　スローライフイベント協賛
●Slownetが
　国内最大1万5千

●デジカメ講座参加者が急増
●スローライフ in多治見協賛
●オプトインメール展開で会員拡大
●スローライフ in 草加協賛

●スローライフ in 多治見 協賛
●スローライフウイーク神戸協賛
●Slownetの会員が国内最4万人に

●10万会員獲得戦略始動
●会員参加型強化のため
　サイトをリニューアル
●Slownet 会員5万人突破
　　　　　　　　　（12月）

●カメラ流通店舗向けサービス開始
　（3月）

●Slownet
　「暮らしの知恵袋」

●携帯メーカー公式サイト構築・運営受託開始
　imode/「P-SQUARE」ezweb/「Pの缶詰」
●imode公式サイト/「ラブLOVEパーラー」構築・自社サービス開始

●携帯メーカー公式サイト構築・運営受託開始
　VodafonLive/「P-EGG」サイト
●ezweb/着メロ公式サイト「Pro メロ♪」
　構築・協業サービス開始

●モバイル版「Panasonic」ポータルサイト
　構築・運営受託開始
●携帯着メロ公式サイト「アニソン舘」の全キャリア対応

●グローバル携帯電話向けサイト
　「Panasonic Box」構築・運営受託開始
　/PCサイト及びWAPサイト

●顧客向け情報誌「ほっとたいむず」創刊 ●営業ツール「いまいち番」創刊 ●「バリューアップみつい」スタート ●｢夕刊スミセイ｣創刊（4月）

（5月） （7月）

●L-netの新営業フォーメーション
　HMCセンター稼働

ＷＥＢｄｅメンテナンスのリリース

L-netの新営業フォーメーション HMCセンター稼働 ●東京事務所移転・拡充（芝公園）
●IS Lab. 事務所開設　●上海拠点準備室開設

Eマニフェスト開発

●999プロジェクト終了

Eマニフェスト
システム

家電
問い合わせ
センター

Eマニフェスト
システム

●家電問い合わせセンター・
　テクニカルヘルプデスク開始

月間送信1千万枚構築

「NEWS DIGEST」2500号発行 「元気das」1500号発行
（6月）

「NEWS DIGEST」3000号発行

HMC
センター
稼働

中国
プロジェクト
発足

フィールド
営業
サービス

カメラ
テクニカル
ヘルプデスク
開始

カー用品
テクニカル
ヘルプデスク
運用開始

e店長
サービス

●フィールド
　営業サービス
　開始（1月）

●カメラテクニカルヘルプデスク開始（10月）

日刊ブログ新聞
「ぶらっと！」

●日刊ブログ新聞「ぶらっと！」スタート（10月）

1996 第12期 H8.4/1～H9.3/31 1997 第13期 H9.4/1～H10.3/31 1998 第14期 H10.4/1～H11.3/31 1999 第15期 H11.4/1～H12.3/31 2000 第16期 H12.4/1～H13.3/31

事業開始（4月）

●会員累計1万名
　人気Sig/
　ミズプランニング・コーナー、
　Majolica Tower、
　P's Factory

●インターネットコンテンツサービス開始
●www.linx.co.jp
●Super Linksホームページ立ち上げ
●arcssホームページ立ち上げ

●パソコン通信
　Super Linksサービスを
　インターネットへ移行

●経理・販売支援業務開始
●CTI構築プロジェクト発足（下期）

●CATV協業センター受託
●家電量販販売会社バックオフィス本格スタート
●ＣＲＭ事業基盤づくり

●KBSラジオ
　番組連動ホームページ
　運営（8月）

●マーケティング型IT商品づくり　　　　 ●自社マーケティングサイト
　構築（10月）

●「FAXご活用事例集実戦テンプレート集」
　作成・配布

付加価値の追求
揺るぎない事業基盤確立期
●SBUシステムの徹底

●社員39名（男23/女16）平均年齢30.7歳

●11,360株（株主23名）

●11周年記念式典

コア・コンピタンス
新社会ネットワークシステム事業への挑戦
●他社に負けない独自の商品づくり　●基盤事業の継続的収益力安定化
●新事業創造への挑戦と社会システムへのビルトイン

●社員42名（男24/女18）平均年齢31.4歳

●本社事務所拡張
●アウトソーシング事業部設置（下期）
●第8回SEフォーラム・森本社員最優秀賞受賞（11月）

●12周年記念式典

●積水 FamiS 情報BOXサービス開始（5月）
●松下得品営業部「得得得情報」創刊（6月）

●「日刊GAME流通」創刊（3月）
●「NEWS DIGEST」1000号達成

●1000回線110AP

●アドビジョン構想

●積水 FamiS 情報BOXサービス開始（5月）
●松下得品営業部「得得得情報」創刊（6月）

●「日刊GAME流通」創刊（3月）
●「NEWS DIGEST」1000号達成

●1,517万枚/年　●契約企業社数：239社
●送信者ID発行数：693 ID　●FAX情報BOX一般顧客向けサービス開始

●1,868万枚/年　●契約企業社数：325社
●送信者ID発行数：1,181 ID

共感経営
顧客・株主・社員三位一体型共感・経営の実践
●顧客第一主義　●コア・コンピタンス
●コミュニティー型企業の風土づくり

●社員42名（男28/女14）平均年齢29.9歳
●酒井　章顧問ご就任
●橋本　實顧問ご就任

●社員52名（男34/女18）
　※契約社員12名含む　
　平均年齢29.9歳

●サクセスパーティー、社員表彰制度の充実
　「CS大賞」「感動商品大賞」

●社員旅行・山代温泉（11月）
●13周年記念式典

新しい価値の創出
Be Active Investor!（積極的な起業家たれ！）
●Speed経営　●Innovation
●質の定義の明確化
●ネットワークビジネス、CRMビジネスのアメリカ視察（8月）
●東京事務所移転、浜松町へ（10月）
●2000年問題取り組み

●14周年記念式典

●社員77名（男51/女22/出向4名）※契約社員17名含む
●谷山義和審議役ご就任

e-Business Link   Network Enterprise
連携と集約
●Speed経営　●Deck Share戦略　
●Reach & Richness戦略
●事務所拡張（9月）
●スローネット株式会社への出資　●ワウワウクラブ・ドットコムへの出資
●Bit Motherへの出資

●15周年
　記念式典

●ふれあいネット「Pana Press」創刊（10月）

●2,442万枚/年　●契約企業社数：424社
●送信者ID発行数：1,609 ID　●FAXふれあいネット立ち上げ（10月）

●日本生命「元気das」創刊（5月25日）
●住友生命「イブニングニュース」創刊（6月4日）
●第一生命「社長塾」編集（4月）
●ドコモショップ向け「mobiler」創刊（2月）
●年間1,020紙発行

●第一生命「プライムネット」編集（4月）

●年間650紙発行 ●年間850紙発行

●1000回線110AP

●アドビジョン構想

●パナソフトDream NET III 開発（12月）

●ドリームネット eコマース受託業務

月間送信250万枚構築 月間送信300万枚構築

首都圏営業体制 東京事務所移転（浜松町）

社内LANシステム構築

CRM経理支援
サービス

CRMセンター
開設

●日本生命HP「元気das」 
　コーナーコンテンツ製作

●スローネット事業プロジェクト発足

●（株）Bit Mother立ち上げ（11月）●999プロジェクト発足

●999プロジェクト「インターネット博覧会」参加（12月）

●スローネット株式会社設立（7月）

INTERNET

WOWOW
CLUB.COM

●L-net課金システム構築（10月）●インフラ再構築・AP統廃合実施・γボード化（下期） ●L-net課金システム構築（10月）

●4AP
Green Net

あてな名人
ver.1
開発

編集名人
開発

Host to FAX 開発（上期）

Dream Net Pana
Sense

新情報
BOX
サービス

あてな名人
2000開発

Host to FAX
開発

シニアライフ
サポートネット
Slownet

コミュニケーション
エージェント・ソフト
999prj.

モバイルサービス
企画・開発会社
Bit Mother

CRM

●松下興産「グリーンネット」開発（4月）
●ドリームネット受発注システム開発（9月） ●Pana Sense AVソフト eコマースの開発委・運用（4月）●Pana Sense AVソフト eコマースの開発委・運用（4月）

●Life Vit.com コンタクトセンター運用受託
●クレジット系回収督促コールセンター運用受託

●ワウワウクラブ.com
　構築・運営（10月）
●タイトーiモードサービス運営（4月）

●ワウワウクラブ.com
　構築・運営（10月）
●タイトーiモードサービス運営（4月）

●3,339万枚/年　●契約企業社数：455社
●送信者ID発行数：1,787 ID　◎月間350万枚送信達成
●3,339万枚/年　●契約企業社数：455社
●送信者ID発行数：1,787 ID　◎月間350万枚送信達成
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（6月）

●積水化学HP「お手入れ」コーナー・コンテンツ製作（4月）
●ワウワウ・マーケティングサイト構築・運用（9月）

●日本生命「元気das」創刊（5月25日）
●住友生命「イブニングニュース」創刊（6月4日）
●第一生命「社長塾」編集（4月）
●ドコモショップ向け「mobiler」創刊（2月）
●年間1,020紙発行

1995 第11期 H7.4/1～H8.3/31

9000名

感動のCS
新たな挑戦 Take OFF
●次世代ネット開発（マルチメディア）
●L-net・VAN・コンテンツ3事業基盤の確立
●11月19日　10周年記念

●社員47名（男29/女18）
●恒川　博顧問ご就任（～95年）
●中川正男顧問ご就任

●第1回役員会開催　●歴代管理部長感謝会
●10周年記念式典
●社員旅行・LasVegas（2月）

●「兵庫県南部地震」救済募金コーナー
●横山ノック知事通信
●川藤の「これが阪神タイガースや」 

●松下電器産業　AV&CC情報開発

情報BOX
サービス
情報BOX
サービス

FAXサーベイ
サービス

時期システム開発

首都圏営業体制

2001 第17期 H13.4/1～H14.3/31 2002 第18期 H14.4/1～H15.3/31 2003 第19期 H15.4/1～H16.3/31 2004 第20期 H16.4/1～H17.3/31

●「あな町」サイトの
　商品110番立ち
　上げ

●山形副社長退任・相談役就任 ●社員78名
●コールセンター拡充

●社員108名
●ISLab.設立

●社員数135名（男94／女41）
　※契約60名含む

---ATTRACTIVE---
活力・倍速思考・高効率

New Wave! New Power!
着実・着眼・革新

Service Leadership Company
顧客満足価値の追求

Quality Service Provider
企業価値・事業価値・社員価値

2005 第21期 H17.4/1～H18.3/31
Quality Service Providerの実践

2006 第22期 H18.4/1～H19.3/31
「SERVICEを科学する！」の実践

事業使命の確立と実践、生活支援型企業への変革
2つの関連会社設立、企業ブランドの構築

●高品質サービスの創出　●企業価値と我社の役割の再構築　
●新たなるチャレンジ

●アースデザインインターナショナル（株）へ出資
●（株）EPネットへ出資

●サービス品質評価指標KPIの導入

●上海旅行

●プライバシーポリシー宣言 ●東京事務所移転・拡充
●プライバシーマーク収得

●Web版社内報創刊 ●20周年記念社内パーティー
●20周年記念「感謝の宴」（上賀茂神社）
●社員主催“サロン会”開始

●L-netサービス新ＦＡＸボード切替により送信能力160％にアップ ●L-netのアクセスポイント強化

●産業廃棄物画像追跡システムの開発
●WOWOW CLUB.COMが（株）WOWOWに統合される

●EDI社とＥマニフェストシステム
　構築・運用のアライアンス開始

●家電流通店舗向けテクニカルヘルプデスク開始
●営業支援型携帯グループウェア「モバイルオフィス」サービス開始
●クレジット督促コールセンターOS運用開始

●クレジット系バックオフィスOS運用開始

（ダイレクトマーケティング支援開始）

●掛川市主催
　スローライフイベント協賛
●Slownetが
　国内最大1万5千

●デジカメ講座参加者が急増
●スローライフ in多治見協賛
●オプトインメール展開で会員拡大
●スローライフ in 草加協賛

●スローライフ in 多治見 協賛
●スローライフウイーク神戸協賛
●Slownetの会員が国内最4万人に

●10万会員獲得戦略始動
●会員参加型強化のため
　サイトをリニューアル
●Slownet 会員5万人突破
　　　　　　　　　（12月）

●カメラ流通店舗向けサービス開始
　（3月）

●Slownet
　「暮らしの知恵袋」

●携帯メーカー公式サイト構築・運営受託開始
　imode/「P-SQUARE」ezweb/「Pの缶詰」
●imode公式サイト/「ラブLOVEパーラー」構築・自社サービス開始

●携帯メーカー公式サイト構築・運営受託開始
　VodafonLive/「P-EGG」サイト
●ezweb/着メロ公式サイト「Pro メロ♪」
　構築・協業サービス開始

●モバイル版「Panasonic」ポータルサイト
　構築・運営受託開始
●携帯着メロ公式サイト「アニソン舘」の全キャリア対応

●グローバル携帯電話向けサイト
　「Panasonic Box」構築・運営受託開始
　/PCサイト及びWAPサイト

●顧客向け情報誌「ほっとたいむず」創刊 ●営業ツール「いまいち番」創刊 ●「バリューアップみつい」スタート ●｢夕刊スミセイ｣創刊（4月）

（5月） （7月）

●L-netの新営業フォーメーション
　HMCセンター稼働

ＷＥＢｄｅメンテナンスのリリース

L-netの新営業フォーメーション HMCセンター稼働 ●東京事務所移転・拡充（芝公園）
●IS Lab. 事務所開設　●上海拠点準備室開設

Eマニフェスト開発

●999プロジェクト終了

Eマニフェスト
システム

家電
問い合わせ
センター

Eマニフェスト
システム

●家電問い合わせセンター・
　テクニカルヘルプデスク開始

月間送信1千万枚構築

「NEWS DIGEST」2500号発行 「元気das」1500号発行
（6月）

「NEWS DIGEST」3000号発行

HMC
センター
稼働

中国
プロジェクト
発足

フィールド
営業
サービス

カメラ
テクニカル
ヘルプデスク
開始

カー用品
テクニカル
ヘルプデスク
運用開始

e店長
サービス

●フィールド
　営業サービス
　開始（1月）

●カメラテクニカルヘルプデスク開始（10月）

日刊ブログ新聞
「ぶらっと！」

●日刊ブログ新聞「ぶらっと！」スタート（10月）

1996 第12期 H8.4/1～H9.3/31 1997 第13期 H9.4/1～H10.3/31 1998 第14期 H10.4/1～H11.3/31 1999 第15期 H11.4/1～H12.3/31 2000 第16期 H12.4/1～H13.3/31

事業開始（4月）

●会員累計1万名
　人気Sig/
　ミズプランニング・コーナー、
　Majolica Tower、
　P's Factory

●インターネットコンテンツサービス開始
●www.linx.co.jp
●Super Linksホームページ立ち上げ
●arcssホームページ立ち上げ

●パソコン通信
　Super Linksサービスを
　インターネットへ移行

●経理・販売支援業務開始
●CTI構築プロジェクト発足（下期）

●CATV協業センター受託
●家電量販販売会社バックオフィス本格スタート
●ＣＲＭ事業基盤づくり

●KBSラジオ
　番組連動ホームページ
　運営（8月）

●マーケティング型IT商品づくり　　　　 ●自社マーケティングサイト
　構築（10月）

●「FAXご活用事例集実戦テンプレート集」
　作成・配布

付加価値の追求
揺るぎない事業基盤確立期
●SBUシステムの徹底

●社員39名（男23/女16）平均年齢30.7歳

●11,360株（株主23名）

●11周年記念式典

コア・コンピタンス
新社会ネットワークシステム事業への挑戦
●他社に負けない独自の商品づくり　●基盤事業の継続的収益力安定化
●新事業創造への挑戦と社会システムへのビルトイン

●社員42名（男24/女18）平均年齢31.4歳

●本社事務所拡張
●アウトソーシング事業部設置（下期）
●第8回SEフォーラム・森本社員最優秀賞受賞（11月）

●12周年記念式典

●積水 FamiS 情報BOXサービス開始（5月）
●松下得品営業部「得得得情報」創刊（6月）

●「日刊GAME流通」創刊（3月）
●「NEWS DIGEST」1000号達成

●1000回線110AP

●アドビジョン構想

●積水 FamiS 情報BOXサービス開始（5月）
●松下得品営業部「得得得情報」創刊（6月）

●「日刊GAME流通」創刊（3月）
●「NEWS DIGEST」1000号達成

●1,517万枚/年　●契約企業社数：239社
●送信者ID発行数：693 ID　●FAX情報BOX一般顧客向けサービス開始

●1,868万枚/年　●契約企業社数：325社
●送信者ID発行数：1,181 ID
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●酒井　章顧問ご就任
●橋本　實顧問ご就任

●社員52名（男34/女18）
　※契約社員12名含む　
　平均年齢29.9歳

●サクセスパーティー、社員表彰制度の充実
　「CS大賞」「感動商品大賞」

●社員旅行・山代温泉（11月）
●13周年記念式典

新しい価値の創出
Be Active Investor!（積極的な起業家たれ！）
●Speed経営　●Innovation
●質の定義の明確化
●ネットワークビジネス、CRMビジネスのアメリカ視察（8月）
●東京事務所移転、浜松町へ（10月）
●2000年問題取り組み

●14周年記念式典

●社員77名（男51/女22/出向4名）※契約社員17名含む
●谷山義和審議役ご就任

e-Business Link   Network Enterprise
連携と集約
●Speed経営　●Deck Share戦略　
●Reach & Richness戦略
●事務所拡張（9月）
●スローネット株式会社への出資　●ワウワウクラブ・ドットコムへの出資
●Bit Motherへの出資

●15周年
　記念式典

●ふれあいネット「Pana Press」創刊（10月）

●2,442万枚/年　●契約企業社数：424社
●送信者ID発行数：1,609 ID　●FAXふれあいネット立ち上げ（10月）

●日本生命「元気das」創刊（5月25日）
●住友生命「イブニングニュース」創刊（6月4日）
●第一生命「社長塾」編集（4月）
●ドコモショップ向け「mobiler」創刊（2月）
●年間1,020紙発行

●第一生命「プライムネット」編集（4月）

●年間650紙発行 ●年間850紙発行

●1000回線110AP

●アドビジョン構想

●パナソフトDream NET III 開発（12月）

●ドリームネット eコマース受託業務

月間送信250万枚構築 月間送信300万枚構築

首都圏営業体制 東京事務所移転（浜松町）
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CRM経理支援
サービス
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開設

●日本生命HP「元気das」 
　コーナーコンテンツ製作

●スローネット事業プロジェクト発足

●（株）Bit Mother立ち上げ（11月）●999プロジェクト発足

●999プロジェクト「インターネット博覧会」参加（12月）

●スローネット株式会社設立（7月）
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●L-net課金システム構築（10月）●インフラ再構築・AP統廃合実施・γボード化（下期） ●L-net課金システム構築（10月）

●4AP
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企画・開発会社
Bit Mother
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●松下興産「グリーンネット」開発（4月）
●ドリームネット受発注システム開発（9月） ●Pana Sense AVソフト eコマースの開発委・運用（4月）●Pana Sense AVソフト eコマースの開発委・運用（4月）
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●ワウワウクラブ.com
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●積水化学HP「お手入れ」コーナー・コンテンツ製作（4月）
●ワウワウ・マーケティングサイト構築・運用（9月）

●日本生命「元気das」創刊（5月25日）
●住友生命「イブニングニュース」創刊（6月4日）
●第一生命「社長塾」編集（4月）
●ドコモショップ向け「mobiler」創刊（2月）
●年間1,020紙発行
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新たな挑戦 Take OFF
●次世代ネット開発（マルチメディア）
●L-net・VAN・コンテンツ3事業基盤の確立
●11月19日　10周年記念

●社員47名（男29/女18）
●恒川　博顧問ご就任（～95年）
●中川正男顧問ご就任

●第1回役員会開催　●歴代管理部長感謝会
●10周年記念式典
●社員旅行・LasVegas（2月）

●「兵庫県南部地震」救済募金コーナー
●横山ノック知事通信
●川藤の「これが阪神タイガースや」 
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　上げ
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着実・着眼・革新
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顧客満足価値の追求

Quality Service Provider
企業価値・事業価値・社員価値

2005 第21期 H17.4/1～H18.3/31
Quality Service Providerの実践

2006 第22期 H18.4/1～H19.3/31
「SERVICEを科学する！」の実践

事業使命の確立と実践、生活支援型企業への変革
2つの関連会社設立、企業ブランドの構築

●高品質サービスの創出　●企業価値と我社の役割の再構築　
●新たなるチャレンジ

●アースデザインインターナショナル（株）へ出資
●（株）EPネットへ出資

●サービス品質評価指標KPIの導入

●上海旅行

●プライバシーポリシー宣言 ●東京事務所移転・拡充
●プライバシーマーク収得

●Web版社内報創刊 ●20周年記念社内パーティー
●20周年記念「感謝の宴」（上賀茂神社）
●社員主催“サロン会”開始

●L-netサービス新ＦＡＸボード切替により送信能力160％にアップ ●L-netのアクセスポイント強化

●産業廃棄物画像追跡システムの開発
●WOWOW CLUB.COMが（株）WOWOWに統合される

●EDI社とＥマニフェストシステム
　構築・運用のアライアンス開始

●家電流通店舗向けテクニカルヘルプデスク開始
●営業支援型携帯グループウェア「モバイルオフィス」サービス開始
●クレジット督促コールセンターOS運用開始

●クレジット系バックオフィスOS運用開始

（ダイレクトマーケティング支援開始）

●掛川市主催
　スローライフイベント協賛
●Slownetが
　国内最大1万5千

●デジカメ講座参加者が急増
●スローライフ in多治見協賛
●オプトインメール展開で会員拡大
●スローライフ in 草加協賛

●スローライフ in 多治見 協賛
●スローライフウイーク神戸協賛
●Slownetの会員が国内最4万人に

●10万会員獲得戦略始動
●会員参加型強化のため
　サイトをリニューアル
●Slownet 会員5万人突破
　　　　　　　　　（12月）

●カメラ流通店舗向けサービス開始
　（3月）

●Slownet
　「暮らしの知恵袋」

●携帯メーカー公式サイト構築・運営受託開始
　imode/「P-SQUARE」ezweb/「Pの缶詰」
●imode公式サイト/「ラブLOVEパーラー」構築・自社サービス開始

●携帯メーカー公式サイト構築・運営受託開始
　VodafonLive/「P-EGG」サイト
●ezweb/着メロ公式サイト「Pro メロ♪」
　構築・協業サービス開始

●モバイル版「Panasonic」ポータルサイト
　構築・運営受託開始
●携帯着メロ公式サイト「アニソン舘」の全キャリア対応

●グローバル携帯電話向けサイト
　「Panasonic Box」構築・運営受託開始
　/PCサイト及びWAPサイト

●顧客向け情報誌「ほっとたいむず」創刊 ●営業ツール「いまいち番」創刊 ●「バリューアップみつい」スタート ●｢夕刊スミセイ｣創刊（4月）

（5月） （7月）

●L-netの新営業フォーメーション
　HMCセンター稼働

ＷＥＢｄｅメンテナンスのリリース

L-netの新営業フォーメーション HMCセンター稼働 ●東京事務所移転・拡充（芝公園）
●IS Lab. 事務所開設　●上海拠点準備室開設

Eマニフェスト開発

●999プロジェクト終了

Eマニフェスト
システム

家電
問い合わせ
センター

Eマニフェスト
システム

●家電問い合わせセンター・
　テクニカルヘルプデスク開始

月間送信1千万枚構築

「NEWS DIGEST」2500号発行 「元気das」1500号発行
（6月）

「NEWS DIGEST」3000号発行

HMC
センター
稼働

中国
プロジェクト
発足

フィールド
営業
サービス

カメラ
テクニカル
ヘルプデスク
開始

カー用品
テクニカル
ヘルプデスク
運用開始

e店長
サービス

●フィールド
　営業サービス
　開始（1月）

●カメラテクニカルヘルプデスク開始（10月）

日刊ブログ新聞
「ぶらっと！」

●日刊ブログ新聞「ぶらっと！」スタート（10月）

1996 第12期 H8.4/1～H9.3/31 1997 第13期 H9.4/1～H10.3/31 1998 第14期 H10.4/1～H11.3/31 1999 第15期 H11.4/1～H12.3/31 2000 第16期 H12.4/1～H13.3/31

事業開始（4月）

●会員累計1万名
　人気Sig/
　ミズプランニング・コーナー、
　Majolica Tower、
　P's Factory

●インターネットコンテンツサービス開始
●www.linx.co.jp
●Super Linksホームページ立ち上げ
●arcssホームページ立ち上げ

●パソコン通信
　Super Linksサービスを
　インターネットへ移行

●経理・販売支援業務開始
●CTI構築プロジェクト発足（下期）

●CATV協業センター受託
●家電量販販売会社バックオフィス本格スタート
●ＣＲＭ事業基盤づくり

●KBSラジオ
　番組連動ホームページ
　運営（8月）

●マーケティング型IT商品づくり　　　　 ●自社マーケティングサイト
　構築（10月）

●「FAXご活用事例集実戦テンプレート集」
　作成・配布

付加価値の追求
揺るぎない事業基盤確立期
●SBUシステムの徹底

●社員39名（男23/女16）平均年齢30.7歳

●11,360株（株主23名）

●11周年記念式典

コア・コンピタンス
新社会ネットワークシステム事業への挑戦
●他社に負けない独自の商品づくり　●基盤事業の継続的収益力安定化
●新事業創造への挑戦と社会システムへのビルトイン

●社員42名（男24/女18）平均年齢31.4歳

●本社事務所拡張
●アウトソーシング事業部設置（下期）
●第8回SEフォーラム・森本社員最優秀賞受賞（11月）

●12周年記念式典

●積水 FamiS 情報BOXサービス開始（5月）
●松下得品営業部「得得得情報」創刊（6月）

●「日刊GAME流通」創刊（3月）
●「NEWS DIGEST」1000号達成

●1000回線110AP

●アドビジョン構想

●積水 FamiS 情報BOXサービス開始（5月）
●松下得品営業部「得得得情報」創刊（6月）

●「日刊GAME流通」創刊（3月）
●「NEWS DIGEST」1000号達成

●1,517万枚/年　●契約企業社数：239社
●送信者ID発行数：693 ID　●FAX情報BOX一般顧客向けサービス開始

●1,868万枚/年　●契約企業社数：325社
●送信者ID発行数：1,181 ID

共感経営
顧客・株主・社員三位一体型共感・経営の実践
●顧客第一主義　●コア・コンピタンス
●コミュニティー型企業の風土づくり

●社員42名（男28/女14）平均年齢29.9歳
●酒井　章顧問ご就任
●橋本　實顧問ご就任

●社員52名（男34/女18）
　※契約社員12名含む　
　平均年齢29.9歳

●サクセスパーティー、社員表彰制度の充実
　「CS大賞」「感動商品大賞」

●社員旅行・山代温泉（11月）
●13周年記念式典

新しい価値の創出
Be Active Investor!（積極的な起業家たれ！）
●Speed経営　●Innovation
●質の定義の明確化
●ネットワークビジネス、CRMビジネスのアメリカ視察（8月）
●東京事務所移転、浜松町へ（10月）
●2000年問題取り組み

●14周年記念式典

●社員77名（男51/女22/出向4名）※契約社員17名含む
●谷山義和審議役ご就任

e-Business Link   Network Enterprise
連携と集約
●Speed経営　●Deck Share戦略　
●Reach & Richness戦略
●事務所拡張（9月）
●スローネット株式会社への出資　●ワウワウクラブ・ドットコムへの出資
●Bit Motherへの出資

●15周年
　記念式典

●ふれあいネット「Pana Press」創刊（10月）

●2,442万枚/年　●契約企業社数：424社
●送信者ID発行数：1,609 ID　●FAXふれあいネット立ち上げ（10月）

●日本生命「元気das」創刊（5月25日）
●住友生命「イブニングニュース」創刊（6月4日）
●第一生命「社長塾」編集（4月）
●ドコモショップ向け「mobiler」創刊（2月）
●年間1,020紙発行

●第一生命「プライムネット」編集（4月）

●年間650紙発行 ●年間850紙発行

●1000回線110AP

●アドビジョン構想

●パナソフトDream NET III 開発（12月）

●ドリームネット eコマース受託業務

月間送信250万枚構築 月間送信300万枚構築

首都圏営業体制 東京事務所移転（浜松町）

社内LANシステム構築

CRM経理支援
サービス

CRMセンター
開設

●日本生命HP「元気das」 
　コーナーコンテンツ製作

●スローネット事業プロジェクト発足

●（株）Bit Mother立ち上げ（11月）●999プロジェクト発足

●999プロジェクト「インターネット博覧会」参加（12月）

●スローネット株式会社設立（7月）

INTERNET

WOWOW
CLUB.COM

●L-net課金システム構築（10月）●インフラ再構築・AP統廃合実施・γボード化（下期） ●L-net課金システム構築（10月）

●4AP
Green Net

あてな名人
ver.1
開発

編集名人
開発

Host to FAX 開発（上期）

Dream Net Pana
Sense

新情報
BOX
サービス

あてな名人
2000開発

Host to FAX
開発

シニアライフ
サポートネット
Slownet

コミュニケーション
エージェント・ソフト
999prj.

モバイルサービス
企画・開発会社
Bit Mother

CRM

●松下興産「グリーンネット」開発（4月）
●ドリームネット受発注システム開発（9月） ●Pana Sense AVソフト eコマースの開発委・運用（4月）●Pana Sense AVソフト eコマースの開発委・運用（4月）

●Life Vit.com コンタクトセンター運用受託
●クレジット系回収督促コールセンター運用受託

●ワウワウクラブ.com
　構築・運営（10月）
●タイトーiモードサービス運営（4月）

●ワウワウクラブ.com
　構築・運営（10月）
●タイトーiモードサービス運営（4月）

●3,339万枚/年　●契約企業社数：455社
●送信者ID発行数：1,787 ID　◎月間350万枚送信達成
●3,339万枚/年　●契約企業社数：455社
●送信者ID発行数：1,787 ID　◎月間350万枚送信達成

サ
ー
ビ
ス

Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｓ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

（6月）

●積水化学HP「お手入れ」コーナー・コンテンツ製作（4月）
●ワウワウ・マーケティングサイト構築・運用（9月）

●日本生命「元気das」創刊（5月25日）
●住友生命「イブニングニュース」創刊（6月4日）
●第一生命「社長塾」編集（4月）
●ドコモショップ向け「mobiler」創刊（2月）
●年間1,020紙発行

1995 第11期 H7.4/1～H8.3/31

9000名

感動のCS
新たな挑戦 Take OFF
●次世代ネット開発（マルチメディア）
●L-net・VAN・コンテンツ3事業基盤の確立
●11月19日　10周年記念

●社員47名（男29/女18）
●恒川　博顧問ご就任（～95年）
●中川正男顧問ご就任

●第1回役員会開催　●歴代管理部長感謝会
●10周年記念式典
●社員旅行・LasVegas（2月）

●「兵庫県南部地震」救済募金コーナー
●横山ノック知事通信
●川藤の「これが阪神タイガースや」 

●松下電器産業　AV&CC情報開発

情報BOX
サービス
情報BOX
サービス

FAXサーベイ
サービス

時期システム開発

首都圏営業体制

2001 第17期 H13.4/1～H14.3/31 2002 第18期 H14.4/1～H15.3/31 2003 第19期 H15.4/1～H16.3/31 2004 第20期 H16.4/1～H17.3/31

●「あな町」サイトの
　商品110番立ち
　上げ

●山形副社長退任・相談役就任 ●社員78名
●コールセンター拡充

●社員108名
●ISLab.設立

●社員数135名（男94／女41）
　※契約60名含む

---ATTRACTIVE---
活力・倍速思考・高効率

New Wave! New Power!
着実・着眼・革新

Service Leadership Company
顧客満足価値の追求

Quality Service Provider
企業価値・事業価値・社員価値

2005 第21期 H17.4/1～H18.3/31
Quality Service Providerの実践

2006 第22期 H18.4/1～H19.3/31
「SERVICEを科学する！」の実践

事業使命の確立と実践、生活支援型企業への変革
2つの関連会社設立、企業ブランドの構築

●高品質サービスの創出　●企業価値と我社の役割の再構築　
●新たなるチャレンジ

●アースデザインインターナショナル（株）へ出資
●（株）EPネットへ出資

●サービス品質評価指標KPIの導入

●上海旅行

●プライバシーポリシー宣言 ●東京事務所移転・拡充
●プライバシーマーク収得

●Web版社内報創刊 ●20周年記念社内パーティー
●20周年記念「感謝の宴」（上賀茂神社）
●社員主催“サロン会”開始

●L-netサービス新ＦＡＸボード切替により送信能力160％にアップ ●L-netのアクセスポイント強化

●産業廃棄物画像追跡システムの開発
●WOWOW CLUB.COMが（株）WOWOWに統合される

●EDI社とＥマニフェストシステム
　構築・運用のアライアンス開始

●家電流通店舗向けテクニカルヘルプデスク開始
●営業支援型携帯グループウェア「モバイルオフィス」サービス開始
●クレジット督促コールセンターOS運用開始

●クレジット系バックオフィスOS運用開始

（ダイレクトマーケティング支援開始）

●掛川市主催
　スローライフイベント協賛
●Slownetが
　国内最大1万5千

●デジカメ講座参加者が急増
●スローライフ in多治見協賛
●オプトインメール展開で会員拡大
●スローライフ in 草加協賛

●スローライフ in 多治見II協賛
●スローライフウイーク神戸協賛
●Slownetの会員が国内最4万人に

●10万会員獲得戦略始動
●会員参加型強化のため
　サイトをリニューアル
●Slownet 会員5万人突破
　　　　　　　　　（12月）

●カメラ流通店舗向けサービス開始
　（3月）

●Slownet
　「暮らしの知恵袋」

●携帯メーカー公式サイト構築・運営受託開始
　imode/「P-SQUARE」ezweb/「Pの缶詰」
●imode公式サイト/「ラブLOVEパーラー」構築・自社サービス開始

●携帯メーカー公式サイト構築・運営受託開始
　VodafonLive/「P-EGG」サイト
●ezweb/着メロ公式サイト「Pro メロ♪」
　構築・協業サービス開始

●モバイル版「Panasonic」ポータルサイト
　構築・運営受託開始
●携帯着メロ公式サイト「アニソン舘」の全キャリア対応

●グローバル携帯電話向けサイト
　「Panasonic Box」構築・運営受託開始
　/PCサイト及びWAPサイト

●顧客向け情報誌「ほっとたいむず」創刊 ●営業ツール「いまいち番」創刊 ●「バリューアップみつい」スタート ●｢夕刊スミセイ｣創刊（4月）

（5月） （7月）

●L-netの新営業フォーメーション
　HMCセンター稼働

ＷＥＢｄｅメンテナンスのリリース

L-netの新営業フォーメーション HMCセンター稼働 ●東京事務所移転・拡充（芝公園）
●IS Lab. 事務所開設　●上海拠点準備室開設

Eマニフェスト開発

●999プロジェクト終了

Eマニフェスト
システム

家電
問い合わせ
センター

Eマニフェスト
システム

●家電問い合わせセンター・
　テクニカルヘルプデスク開始

月間送信1千万枚構築

「NEWS DIGEST」2500号発行 「元気das」1500号発行
（6月）

「NEWS DIGEST」3000号発行

HMC
センター
稼働

中国
プロジェクト
発足

フィールド
営業
サービス

カメラ
テクニカル
ヘルプデスク
開始

カー用品
テクニカル
ヘルプデスク
運用開始

e店長
サービス

●フィールド
　営業サービス
　開始（1月）

●カメラテクニカルヘルプデスク開始（10月）

日刊ブログ新聞
「ぶらっと！」

●日刊ブログ新聞「ぶらっと！」スタート（10月）

●社員数169名（男115／女54）
　※契約60名、パート6名含む
●スローネット株式会社　合併（5月）

●本社事務所拡張（8階全フロア）（4月）
●プライバシーマーク更新（7月）
●年間売上高30億円突破

●株式会社ＩＭＣへ出資（3月） ●プライバシーマーク更新（7月）
●ＲＭＰ情報セキュリティＢＯＯＫ発行（3月）
●茶道研修スタート（2月）

●社員数173名（男117／女56）※契約61名、パート7名含む ●社員数226名
　（男106／女120）
　※契約57名、
　パート69名含む

●エコリンクス株式会社への出資（4月）
●株式会社ウォーターデザインスコープへ出資（6月）

●社員数226名（男106／女120）※契約55名、パート70名含む

●自社株第三者割当実施（1500株）

●25周年記念社内パーティー
●25周年記念「感謝の宴」（京都 つる家）●社員懇親会

　（ボーリング大会、ソフトボール大会など）

2007 第23期 H19.4/1～H20.3/31
チャレンジ3

2008 第24期 H20.4/1～H21.3/31
Action　新価値創造のために

2009 第25期 H21.4/1～H22.3/31
「創造」と「再生」～Quality Serviceの構築～

2010 第26期 H22.4/1～H23.3/31
Service Maker

●チームパワーマネジメントへの挑戦　●第三の事業作りへの挑戦　
●サービスを科学するへの更なる挑戦

●Renovation　既存事業の革新　●Innovation　新規事業の創出
●Creation　クリエイティブな社風

●顧客価値の提供　●顧客重点主義への原点回帰　●技術力強化 ●ミドルマーケットの発見と展開　●サービスを科学する
●マーケティングプラットフォームの提供　

2011 第27期 H23.4/1～H24.3/31
Service の商品化
●現サービスの高品質化・効率化を図る
●新しくサービス商品を創る
●マーケティングプラットホームの開発・提供
●エコリンクス株式会社太陽光設計・施工講座本格展開

●社員数326名（男116／女210）※契約社員65名、
　パート161名含む

2012 第28期 H24.4/1～H25.3/31
新たな飛躍へのムーブメントを起こす
●No.1事業の創出
●Unit制によるアメーバー経営
●成長への体力強化としての投資
●コールセンター業務においてISMS取得（7月）
●最新システム導入によるＣＲＭインフラの大幅強化（11月）
●ソーラー・エナジー・ソリューション㈱、㈱フリーシェアードジャパンへ出資

●瀧会長、戸田社長体制へ
●社員数354名（男124／女230）※契約社員62名、
　パート194名含む

●エイモリー・ロビンス博士来日記念シンポジウムを大覚寺にて
　開催（10月）
●「瀧塾」スタート（1期生）

●AUTO帳票direct（12月）・Custom（1月）

●京都第２サテライト設立（6月）

●｢ＳＰＦＣジャーナル｣創刊（10月）

●スマートフォン研究会
　（7～10月）

●｢元気Dasboss｣創刊（1月）

京都エコ・エネルギー学院　開校（4月） エイモリー・ロビンス博士
来日記念シンポジウム開催（10月）札幌オフィス開設（1月）Ｌ-ｎｅｔポータルサイト立ち上げ（11月）

月間送信2122万枚構築

（8月）
「元気das」2000号発行

（9月）
「元気das」2500号発行

（7月）
「NEWS DIGEST」3500号発行

●｢お役立ち情報｣創刊（1月）

（9月）
（10月）

「NEWS DIGEST」4000号発行 「元気ｄａｓ」３０００号発行
（4月）｢夕刊スミセイ｣500号発行 （6月）｢夕刊スミセイ｣1000号発行

（11月）｢Slownet｣会員7万人突破
（3月）

｢Slownet｣会員9万人突破
（7月）

｢Slownet｣10周年

（12月）

スローネット「おとなのパソコン教室」開校

（12月）
太陽光発電監視サービススタート

教育サービス開始

（12月）Ｗｅ ｓｔｙｌｅ ＣＤ発売

（3月）｢Slownet｣580万ＰＶ突破（10月）｢Slownavi｣立ち上げ

●L-net あてな名人Ｐｌｕｓ開発（8月）
あてな名人
Ｐｌｕｓ
開発

●Ｌ-ｎｅｔ札幌センター稼動（1月）

札幌センター
稼動

AUTO帳票
Direct・
Custom
リリース

●家電修理サービス
　受付コールセンター開始（4月）

●BOOK｢ぶらっと！｣発刊
　（3月）

●ぶらっと大賞

●札幌コールセンター
　開設（1月）

●札幌コールセンター
　サービス開始（7月）

●従業員持株会　発足（1月）

●太陽光発電
　コールセンター開設（10月）

●エコリンクス株式会社設立（4月）

エコリンクス
株式会社
設立

家電修理
サービス受付
センター

札幌
コールセンター

太陽光発電
コールセンター

京都第２
サテライト

新生エコリンクス
株式会社
設立

（3月）

2013 第29期 H25.4/1～H26.3/31
１００億円企業を目指す！
●マネジメント体制の強化
●システム力の強化と品質力の強化
●ＩＰＯ（株式公開）を目指す
●エコリンクス㈱受託案件によるメガソーラー設備竣工（10月）
●L-net インフラの一部をデジタル化導入
●㈱ビットマザーを子会社化（1月）

●ナワル・アル・ホザニ博士ご来社（4月）
　ザイード未来エネルギー賞の認知拡大に協力
●嘉田滋賀県知事が京都エコエネルギー学院をご見学（9月）

●ＦＡＸマーケティングセミナー開始（8月）

●スロー写真大賞開催（7月）

●エコリンクス（株） ＰＶ－ＪＡＰＡＮ出展（7月）

●京都スマートシティエキスポ2014・
　国際シンポジウムに出展（3月）

（株）ビットマザーグループ参画（1月) イメージナビ（株） グループ参画（4月）

●カー用品Eコマース顧客対応支援(4月)

●Ｐｒｉｎｔ＆Ｐｏｓｔリリース（2月）

●社員数368名（男125／女243）
　※契約社員63名、パート215名含む

2014 第30期 H26.4/1～H27.3/31
未来共創
●中期計画の着実な推進
●新価値創造と持続的成長
●IPOに向けた本格取組み
●けいはんなオープンイノベーション拠点研究活用計画に
　当社「ZEK研究・開発と実証実験」が正式認定（9月）
●㈱データクラフトよりイメージコンテンツ事業等の一部を譲受（3月）

●サービスサイエンス
　セミナー＆ワークショップ始動（6月）
●古川町商店街活性化支援開始（12月）

●第６回販促EXPO出展（7月）

●第2回スロー写真大賞開催（入選作品展示会／2月）

●中信ビジネスフェア出展（10月）

●「L-net HYBRID」リリース（7月）

●瀧会長、古川副社長体制へ
●社員数381名（男135／女246）
　※契約社員69名、パート219名含む

2015 第31期 H27.4/1～
“結ぶ”に貢献できるサービスメーカー
●“結ぶ”にお応えできる新商材創造
●“結ぶ”にお応えできるディヴィジョン横串営業活動
●外部とのコラボによる新プラットフォーム開発
●新設した「イメージナビ株式会社」がグループ会社として参画（4月）
●京都スマートシティエキスポ2015（プラチナサポーター）出展（5月）
●エコリンクス㈱がけいはんなオープンイノベーションセンターへ移転（8月）

●コーポレートサイト全面リニューアル
●30周年記念社内イベント（古川町商店街）
●30周年記念式典（京都国際会館）

●販促セミナーの定期開催実施

●Slownet15周年
　サイト全面リニューアル、スマートデバイス対応（7月）

●NEWS論リリース（7月）

●Smart Life研究所設立（8月）

●KICK太陽光発電所　設置

●京都スマートシティエキスポ2015出展

●瀧会長、古川社長体制へ
●社員数391名（男131／女260）
　※契約社員68名、パート231名含む

Print＆
Post
リリース

L-net
HYBRID
リリース

カー用品
Eコマース
顧客対応支援

家電専門店
サポート

ＩＴコールセンター

２輪車
リサイクル
コールセンター

（11月）
「NEWS DIGEST」５０００号発行

（9月）
「夕刊スミセイ」２０００号発行

（7月）

（1月）

京都府けいはんなオープンイノベーション
センター（KICK）の研究事業認定を取得（9月）

次へ

▲

●顧客満足最大化のサービス会社を目指す
●サービスの「心」を科学する
●洗練されたサービスのデザイン化を図る

の体現
●プラットホーム・パッケージ化による商品提供
●最適なコミュニケーションシステムでサポート

CSS
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BPO
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経営理念

共生

結ぶ

Service Maker

LifeSupport Energy
Management

Business Communication

●社員数169名（男115／女54）
　※契約60名、パート6名含む
●スローネット株式会社　合併（5月）

●本社事務所拡張（8階全フロア）（4月）
●プライバシーマーク更新（7月）
●年間売上高30億円突破

●株式会社ＩＭＣへ出資（3月） ●プライバシーマーク更新（7月）
●ＲＭＰ情報セキュリティＢＯＯＫ発行（3月）
●茶道研修スタート（2月）

●社員数173名（男117／女56）※契約61名、パート7名含む ●社員数226名
　（男106／女120）
　※契約57名、
　パート69名含む

●エコリンクス株式会社への出資（4月）
●株式会社ウォーターデザインスコープへ出資（6月）

●社員数226名（男106／女120）※契約55名、パート70名含む

●自社株第三者割当実施（1500株）

●25周年記念社内パーティー
●25周年記念「感謝の宴」（京都 つる家）●社員懇親会

　（ボーリング大会、ソフトボール大会など）

2007 第23期 H19.4/1～H20.3/31
チャレンジ3

2008 第24期 H20.4/1～H21.3/31
Action　新価値創造のために

2009 第25期 H21.4/1～H22.3/31
「創造」と「再生」～Quality Serviceの構築～

2010 第26期 H22.4/1～H23.3/31
Service Maker

●チームパワーマネジメントへの挑戦　●第三の事業作りへの挑戦　
●サービスを科学するへの更なる挑戦

●Renovation　既存事業の革新　●Innovation　新規事業の創出
●Creation　クリエイティブな社風

●顧客価値の提供　●顧客重点主義への原点回帰　●技術力強化 ●ミドルマーケットの発見と展開　●サービスを科学する
●マーケティングプラットフォームの提供　

2011 第27期 H23.4/1～H24.3/31
Service の商品化
●現サービスの高品質化・効率化を図る
●新しくサービス商品を創る
●マーケティングプラットホームの開発・提供
●エコリンクス株式会社太陽光設計・施工講座本格展開

●社員数326名（男116／女210）※契約社員65名、
　パート161名含む

2012 第28期 H24.4/1～H25.3/31
新たな飛躍へのムーブメントを起こす
●No.1事業の創出
●Unit制によるアメーバー経営
●成長への体力強化としての投資
●コールセンター業務においてISMS取得（7月）
●最新システム導入によるＣＲＭインフラの大幅強化（11月）
●ソーラー・エナジー・ソリューション㈱、㈱フリーシェアードジャパンへ出資

●瀧会長、戸田社長体制へ
●社員数354名（男124／女230）※契約社員62名、
　パート194名含む

●エイモリー・ロビンス博士来日記念シンポジウムを大覚寺にて
　開催（10月）
●「瀧塾」スタート（1期生）

●AUTO帳票direct（12月）・Custom（1月）

●京都第２サテライト設立（6月）

●｢ＳＰＦＣジャーナル｣創刊（10月）

●スマートフォン研究会
　（7～10月）

●｢元気Dasboss｣創刊（1月）

京都エコ・エネルギー学院　開校（4月） エイモリー・ロビンス博士
来日記念シンポジウム開催（10月）札幌オフィス開設（1月）Ｌ-ｎｅｔポータルサイト立ち上げ（11月）

月間送信2122万枚構築

（8月）
「元気das」2000号発行

（9月）
「元気das」2500号発行

（7月）
「NEWS DIGEST」3500号発行

●｢お役立ち情報｣創刊（1月）

（9月）
（10月）

「NEWS DIGEST」4000号発行 「元気ｄａｓ」３０００号発行
（4月）｢夕刊スミセイ｣500号発行 （6月）｢夕刊スミセイ｣1000号発行

（11月）｢Slownet｣会員7万人突破
（3月）

｢Slownet｣会員9万人突破
（7月）

｢Slownet｣10周年

（12月）

スローネット「おとなのパソコン教室」開校

（12月）
太陽光発電監視サービススタート

教育サービス開始

（12月）Ｗｅ ｓｔｙｌｅ ＣＤ発売

（3月）｢Slownet｣580万ＰＶ突破（10月）｢Slownavi｣立ち上げ

●L-net あてな名人Ｐｌｕｓ開発（8月）
あてな名人
Ｐｌｕｓ
開発

●Ｌ-ｎｅｔ札幌センター稼動（1月）

札幌センター
稼動

AUTO帳票
Direct・
Custom
リリース

●家電修理サービス
　受付コールセンター開始（4月）

●BOOK｢ぶらっと！｣発刊
　（3月）

●ぶらっと大賞

●札幌コールセンター
　開設（1月）

●札幌コールセンター
　サービス開始（7月）

●従業員持株会　発足（1月）

●太陽光発電
　コールセンター開設（10月）

●エコリンクス株式会社設立（4月）

エコリンクス
株式会社
設立

家電修理
サービス受付
センター

札幌
コールセンター

太陽光発電
コールセンター

京都第２
サテライト

新生エコリンクス
株式会社
設立

（3月）

2013 第29期 H25.4/1～H26.3/31
１００億円企業を目指す！
●マネジメント体制の強化
●システム力の強化と品質力の強化
●ＩＰＯ（株式公開）を目指す
●エコリンクス㈱受託案件によるメガソーラー設備竣工（10月）
●L-net インフラの一部をデジタル化導入
●㈱ビットマザーを子会社化（1月）

●ナワル・アル・ホザニ博士ご来社（4月）
　ザイード未来エネルギー賞の認知拡大に協力
●嘉田滋賀県知事が京都エコエネルギー学院をご見学（9月）

●ＦＡＸマーケティングセミナー開始（8月）

●スロー写真大賞開催（7月）

●エコリンクス（株） ＰＶ－ＪＡＰＡＮ出展（7月）

●京都スマートシティエキスポ2014・
　国際シンポジウムに出展（3月）

（株）ビットマザーグループ参画（1月) イメージナビ（株） グループ参画（4月）

●カー用品Eコマース顧客対応支援(4月)

●Ｐｒｉｎｔ＆Ｐｏｓｔリリース（2月）

●社員数368名（男125／女243）
　※契約社員63名、パート215名含む

2014 第30期 H26.4/1～H27.3/31
未来共創
●中期計画の着実な推進
●新価値創造と持続的成長
●IPOに向けた本格取組み
●けいはんなオープンイノベーション拠点研究活用計画に
　当社「ZEK研究・開発と実証実験」が正式認定（9月）
●㈱データクラフトよりイメージコンテンツ事業等の一部を譲受（3月）

●サービスサイエンス
　セミナー＆ワークショップ始動（6月）
●古川町商店街活性化支援開始（12月）

●第６回販促EXPO出展（7月）

●第2回スロー写真大賞開催（入選作品展示会／2月）

●中信ビジネスフェア出展（10月）

●「L-net HYBRID」リリース（7月）

●瀧会長、古川副社長体制へ
●社員数381名（男135／女246）
　※契約社員69名、パート219名含む

2015 第31期 H27.4/1～
“結ぶ”に貢献できるサービスメーカー
●“結ぶ”にお応えできる新商材創造
●“結ぶ”にお応えできるディヴィジョン横串営業活動
●外部とのコラボによる新プラットフォーム開発
●新設した「イメージナビ株式会社」がグループ会社として参画（4月）
●京都スマートシティエキスポ2015（プラチナサポーター）出展（5月）
●エコリンクス㈱がけいはんなオープンイノベーションセンターへ移転（8月）

●コーポレートサイト全面リニューアル
●30周年記念社内イベント（古川町商店街）
●30周年記念式典（京都国際会館）

●販促セミナーの定期開催実施

●Slownet15周年
　サイト全面リニューアル、スマートデバイス対応（7月）

●NEWS論リリース（7月）

●Smart Life研究所設立（8月）

●KICK太陽光発電所　設置

●京都スマートシティエキスポ2015出展

●瀧会長、古川社長体制へ
●社員数391名（男131／女260）
　※契約社員68名、パート231名含む

Print＆
Post
リリース

L-net
HYBRID
リリース

カー用品
Eコマース
顧客対応支援

家電専門店
サポート

ＩＴコールセンター

２輪車
リサイクル
コールセンター

（11月）
「NEWS DIGEST」５０００号発行

（9月）
「夕刊スミセイ」２０００号発行

（7月）

（1月）

京都府けいはんなオープンイノベーション
センター（KICK）の研究事業認定を取得（9月）

次へ

▲

●顧客満足最大化のサービス会社を目指す
●サービスの「心」を科学する
●洗練されたサービスのデザイン化を図る

の体現
●プラットホーム・パッケージ化による商品提供
●最適なコミュニケーションシステムでサポート
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経営理念

共生

結ぶ

Service Maker

LifeSupport Energy
Management

Business Communication

●社員数169名（男115／女54）
　※契約60名、パート6名含む
●スローネット株式会社　合併（5月）

●本社事務所拡張（8階全フロア）（4月）
●プライバシーマーク更新（7月）
●年間売上高30億円突破

●株式会社ＩＭＣへ出資（3月） ●プライバシーマーク更新（7月）
●ＲＭＰ情報セキュリティＢＯＯＫ発行（3月）
●茶道研修スタート（2月）

●社員数173名（男117／女56）※契約61名、パート7名含む ●社員数226名
　（男106／女120）
　※契約57名、
　パート69名含む

●エコリンクス株式会社への出資（4月）
●株式会社ウォーターデザインスコープへ出資（6月）

●社員数226名（男106／女120）※契約55名、パート70名含む

●自社株第三者割当実施（1500株）

●25周年記念社内パーティー
●25周年記念「感謝の宴」（京都 つる家）●社員懇親会

　（ボーリング大会、ソフトボール大会など）

2007 第23期 H19.4/1～H20.3/31
チャレンジ3

2008 第24期 H20.4/1～H21.3/31
Action　新価値創造のために

2009 第25期 H21.4/1～H22.3/31
「創造」と「再生」～Quality Serviceの構築～

2010 第26期 H22.4/1～H23.3/31
Service Maker

●チームパワーマネジメントへの挑戦　●第三の事業作りへの挑戦　
●サービスを科学するへの更なる挑戦

●Renovation　既存事業の革新　●Innovation　新規事業の創出
●Creation　クリエイティブな社風

●顧客価値の提供　●顧客重点主義への原点回帰　●技術力強化 ●ミドルマーケットの発見と展開　●サービスを科学する
●マーケティングプラットフォームの提供　

2011 第27期 H23.4/1～H24.3/31
Service の商品化
●現サービスの高品質化・効率化を図る
●新しくサービス商品を創る
●マーケティングプラットホームの開発・提供
●エコリンクス株式会社太陽光設計・施工講座本格展開

●社員数326名（男116／女210）※契約社員65名、
　パート161名含む

2012 第28期 H24.4/1～H25.3/31
新たな飛躍へのムーブメントを起こす
●No.1事業の創出
●Unit制によるアメーバー経営
●成長への体力強化としての投資
●コールセンター業務においてISMS取得（7月）
●最新システム導入によるＣＲＭインフラの大幅強化（11月）
●ソーラー・エナジー・ソリューション㈱、㈱フリーシェアードジャパンへ出資

●瀧会長、戸田社長体制へ
●社員数354名（男124／女230）※契約社員62名、
　パート194名含む

●エイモリー・ロビンス博士来日記念シンポジウムを大覚寺にて
　開催（10月）
●「瀧塾」スタート（1期生）

●AUTO帳票direct（12月）・Custom（1月）

●京都第２サテライト設立（6月）

●｢ＳＰＦＣジャーナル｣創刊（10月）

●スマートフォン研究会
　（7～10月）

●｢元気Dasboss｣創刊（1月）

京都エコ・エネルギー学院　開校（4月） エイモリー・ロビンス博士
来日記念シンポジウム開催（10月）札幌オフィス開設（1月）Ｌ-ｎｅｔポータルサイト立ち上げ（11月）

月間送信2122万枚構築

（8月）
「元気das」2000号発行

（9月）
「元気das」2500号発行

（7月）
「NEWS DIGEST」3500号発行

●｢お役立ち情報｣創刊（1月）

（9月）
（10月）

「NEWS DIGEST」4000号発行 「元気ｄａｓ」３０００号発行
（4月）｢夕刊スミセイ｣500号発行 （6月）｢夕刊スミセイ｣1000号発行

（11月）｢Slownet｣会員7万人突破
（3月）

｢Slownet｣会員9万人突破
（7月）

｢Slownet｣10周年

（12月）

スローネット「おとなのパソコン教室」開校

（12月）
太陽光発電監視サービススタート

教育サービス開始

（12月）Ｗｅ ｓｔｙｌｅ ＣＤ発売

（3月）｢Slownet｣580万ＰＶ突破（10月）｢Slownavi｣立ち上げ

●L-net あてな名人Ｐｌｕｓ開発（8月）
あてな名人
Ｐｌｕｓ
開発

●Ｌ-ｎｅｔ札幌センター稼動（1月）

札幌センター
稼動

AUTO帳票
Direct・
Custom
リリース

●家電修理サービス
　受付コールセンター開始（4月）

●BOOK｢ぶらっと！｣発刊
　（3月）

●ぶらっと大賞

●札幌コールセンター
　開設（1月）

●札幌コールセンター
　サービス開始（7月）

●従業員持株会　発足（1月）

●太陽光発電
　コールセンター開設（10月）

●エコリンクス株式会社設立（4月）

エコリンクス
株式会社
設立

家電修理
サービス受付
センター

札幌
コールセンター

太陽光発電
コールセンター

京都第２
サテライト

新生エコリンクス
株式会社
設立

（3月）

2013 第29期 H25.4/1～H26.3/31
１００億円企業を目指す！
●マネジメント体制の強化
●システム力の強化と品質力の強化
●ＩＰＯ（株式公開）を目指す
●エコリンクス㈱受託案件によるメガソーラー設備竣工（10月）
●L-net インフラの一部をデジタル化導入
●㈱ビットマザーを子会社化（1月）

●ナワル・アル・ホザニ博士ご来社（4月）
　ザイード未来エネルギー賞の認知拡大に協力
●嘉田滋賀県知事が京都エコエネルギー学院をご見学（9月）

●ＦＡＸマーケティングセミナー開始（8月）

●スロー写真大賞開催（7月）

●エコリンクス（株） ＰＶ－ＪＡＰＡＮ出展（7月）

●京都スマートシティエキスポ2014・
　国際シンポジウムに出展（3月）

（株）ビットマザーグループ参画（1月) イメージナビ（株） グループ参画（4月）

●カー用品Eコマース顧客対応支援(4月)

●Ｐｒｉｎｔ＆Ｐｏｓｔリリース（2月）

●社員数368名（男125／女243）
　※契約社員63名、パート215名含む

2014 第30期 H26.4/1～H27.3/31
未来共創
●中期計画の着実な推進
●新価値創造と持続的成長
●IPOに向けた本格取組み
●けいはんなオープンイノベーション拠点研究活用計画に
　当社「ZEK研究・開発と実証実験」が正式認定（9月）
●㈱データクラフトよりイメージコンテンツ事業等の一部を譲受（3月）

●サービスサイエンス
　セミナー＆ワークショップ始動（6月）
●古川町商店街活性化支援開始（12月）

●第６回販促EXPO出展（7月）

●第2回スロー写真大賞開催（入選作品展示会／2月）

●中信ビジネスフェア出展（10月）

●「L-net HYBRID」リリース（7月）

●瀧会長、古川副社長体制へ
●社員数381名（男135／女246）
　※契約社員69名、パート219名含む

2015 第31期 H27.4/1～
“結ぶ”に貢献できるサービスメーカー
●“結ぶ”にお応えできる新商材創造
●“結ぶ”にお応えできるディヴィジョン横串営業活動
●外部とのコラボによる新プラットフォーム開発
●新設した「イメージナビ株式会社」がグループ会社として参画（4月）
●京都スマートシティエキスポ2015（プラチナサポーター）出展（5月）
●エコリンクス㈱がけいはんなオープンイノベーションセンターへ移転（8月）

●コーポレートサイト全面リニューアル
●30周年記念社内イベント（古川町商店街）
●30周年記念式典（京都国際会館）

●販促セミナーの定期開催実施

●Slownet15周年
　サイト全面リニューアル、スマートデバイス対応（7月）

●NEWS論リリース（7月）

●Smart Life研究所設立（8月）

●KICK太陽光発電所　設置

●京都スマートシティエキスポ2015出展

●瀧会長、古川社長体制へ
●社員数391名（男131／女260）
　※契約社員68名、パート231名含む

Print＆
Post
リリース

L-net
HYBRID
リリース

カー用品
Eコマース
顧客対応支援

家電専門店
サポート

ＩＴコールセンター

２輪車
リサイクル
コールセンター

（11月）
「NEWS DIGEST」５０００号発行

（9月）
「夕刊スミセイ」２０００号発行

（7月）

（1月）

京都府けいはんなオープンイノベーション
センター（KICK）の研究事業認定を取得（9月）

次へ

▲

●顧客満足最大化のサービス会社を目指す
●サービスの「心」を科学する
●洗練されたサービスのデザイン化を図る

の体現
●プラットホーム・パッケージ化による商品提供
●最適なコミュニケーションシステムでサポート

CSS

IN

SPF

BPO

EL

KICK

IoT革命の衝撃

487

経営理念

共生

結ぶ

Service Maker

LifeSupport Energy
Management

Business Communication




