クラウドサービス、
メディア・アーカイブサービスの拠点
エフコムデータセンター
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エフコムデータセンターは

3つのコンセプトに基づいて
構築、運用しています。

● 強固なセキュリティ実現

● 自然エネルギーを利用した環境共生
● 災害に強い施設

福島データセンター

会津データセンター

smart thinking for you !
ICTと人が、ますます密接になっていく ──
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エフコムマーケティングは始めています。
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その最先端で思考をめぐらせ、より便利で快適な社会の仕組みを創造し続けてゆくために
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通り
金物
神田

最寄駅からの時間

A JR 神田駅(東口)より徒歩4分

B JR 秋葉原駅(昭和通り口)より徒歩7分

C 地下鉄 都営新宿線岩本町駅(A5出口)より徒歩3分
D 東京メトロ 日比谷線秋葉原駅(5出口)より徒歩6分

E 東京メトロ 日比谷線小伝馬町駅(2出口)より徒歩6分
F 東京メトロ 銀座線神田駅(3出口)より徒歩4分

株式会社 エフコムマーケティング

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目3番3号
ザイマックス岩本町ビル7階
TEL:03-3865-7710(代表) FAX:03-3865-7718

https://www.f-com.co.jp/

通り

江戸

社会を、次のステージへ

イノベーションに柔 軟 に対 応し、お客様と共に歩み続ける企業として。
近年、ICT分野ではAI、IoT、AR/VR、ロボティクスなど多様な新技術が次々に誕生し実用化され、社会に浸透し始めて
います。また、そのインフラとなるネットワーク技術も進化し、5Gと言われる次世代通信も整備が進められています。
システムの利用分野においても、ビッグデータの収集・蓄積・融合・解析により、従来では成し得なかった様々なイノ
ベーションが生み出されてきました。
エフコムマーケティングでは、これらのテクノロジーを活かし、
「マーケティング」の社名に込めた想いを具現化すべく、
日々取り組んでおります。

デジタル技術の進化により、人々の生活やビジネスなど社会のあらゆる分野において、変化
のスピードが益々加速し、ICTを通じて、より便利で効率的なライフスタイルがもたらされて
います。一方では、サイバー攻撃、自然災害や新型感染症など未知の脅威に晒されるリスク
も大きくなっています。
このような新しい時代に向けて、私たちエフコムマーケティングは、“smart thinking for you”
のスローガンのもと、
「お客様と共に感動を創造する企業」
を目指します。今までに蓄積した
経験とノウハウに加え、新たな技術を取り込んだ独自のソリューションをベースに、お客様の
業務革新やビジネス拡大をご支援致します。

● 現実を直視して社会やお客様の変化をいち早く察知し、
● 皆様の期待を超えるソリューションにより新たな価値を創出し、
● 需要や市場を創造し、
● お客様と共に成長し、
持続可能な社会構築に貢献する

VISION

*これら全体の活動をマーケティングと定義づけております

ボーダーレスの世界で日本の産業が、そして日本が世界をリードするために必要なイノベーションをお客様と一緒に

また、AIやIoT、ロボティクスといった先端のテクノロジーに積極的に取り組み、それらのスキ
ルを活かしてお客様との共創によりイノベーションを現実のものとします。さらには、デジタ

代表取締役社長

木村 清孝

ルトランスフォーメーション
（DX）
を自ら実践し、お客様のDX実現と持続可能な社会作りにも
貢献してまいります。

実現してまいります。

会社概要
商

号 株式会社エフコムマーケティング

本社住所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目3番3号
ザイマックス岩本町ビル7階
TEL:03-3865-7710(代表) FAX:03-3865-7718
会社設立 1982年3月1日
代 表 者 木村 清孝
資 本 金 80,000,000円
株

主 株式会社エフコムホールディングス

決 算 期 3月31日
取引銀行 みずほ銀行 東京中央支店
東邦銀行 郡山営業部
加入団体 富士通系情報処理サービス業グループ(FCA)
日本情報経済社会推進協会：プライバシーマーク認定
認定資格 （一財）
富士通グループコアパートナー認定
日本検査キューエイ株式会社：ISO9001認定
厚生労働省：労働者派遣事業者（派13312692）
関連企業 株式会社エフコムホールディングス
株式会社エフコム
株式会社会津エフコム
株式会社エフコム福交システムズ
株式会社エフコムサービシーズ

沿

革

1980年 4月 株式会社コンピュータコンパニオンを設立し、オペレー
ション業務を主に情報処理関連業務開始
1982年 3月 情報処理産業の多様化に対応すべくシステム開発・運用
部門を独立させ、株式会社ココム
（現 株式会社エフコム
マーケティング）
を創立
1986年10月 自社ビル落成により、システム部門移転
1987年 2月 TOWER32(UNIX)を導入し、本格的受託一括開発を開始
1992年 5月 組織および事業規模拡大に伴い役員改選と増資の実施
1995年 5月 通信センターを設立し、オープンシステム系事業を強化
2000年 4月 全社PC-LANによるメールシステムの導入・WEB系開発業
務を強化
2000年12月 ホスティング・サービス開始
2007年 7月 株式会社エフコムと資本提携し、富士通グループの一員
となる
2007年10月 業容拡大のため本社事務所を目黒区の中目黒ビジネス
センタービルに移転
2008年 3月 株式会社エフコムとの連携ビジネスを拡大
2010年12月 事業拡充により本社事務所を千代田区の現住所に移転
社名を株式会社ココムから株式会社エフコムマーケティ
ングへ変更
2011年 3月 株式会社エフコムの100%子会社となる
2016年10月 株式会社エフコムホールディングスの100%子会社となる

SERVICE

Business
Support

プロダクトやシステムインテグレー
ションにアウトソーシングサービス
を加えて、お客様のライフサイクル
マネジメントを支援

映像ソリューション

当社が手掛ける映像サービスには、主にクラ

ウド 映 像CMS「image Lagoon」
とメ ディア・

Products

映像ソリューション、パッケージ、
ICTプロダクトなど、お客様が求め
ている課題解決に適切なソリュ ー
ションを提供

アウトソーシングサービス

エフコムグループのデータセンター (福島

デ ータセンター、会津データセンター）にて、

アーカイブサービスがあります。

クラウドサービス、プリントサービス、封入封

image Lagoon は貴重な映像データを安全

Media

Solutions

に管理し次世代に革新的なコンテンツを生

Outsourcing

み出していくためのクラウドサービスで、メ

Services

ディア・アーカイブサービスはお客様の重要

も様々な映像サービスをお届けします。

サポートします。

ヘルスケアソリューション

な映像メディアを指定のファイルに保管し、

ご使用する際に提供するサービスです。今後

緘などの各種BPOサービスをワンスト ップで

富士通グループ各社、エフコムグループと連

F-COM
marketing

携し、電子カルテ、部門管理、医事会計など

Healthcare
Solutions

をはじめとした各種システムの導入、保守を

ご支援します。

パッケージソリューション

エフコムグループで開発した、現場かんたん

割 付 ボ ード
「GKB」、公 営 企 業 会 計システム

「f-Staﬀ」、
畜犬管理システム「Dog Staﬀ PLUS」、

Package

Solutions

smart thinking for you

栄養管理システム
「MD-Lunch」、出退表示シ

ステムなどのパッケージをお客様のニーズに
合わせてご提供します。

ICTプロダクト

サーバ・パソコン・プリンター・プロジェクター
などのハードウェアと、ネットワーク構築やセ

ICT

Products

キュリティ対策、その他ソフトウェアを各メー

カーと提携しご提案します。

ソフトウェアソリューション

各業種の基幹系システムをはじめ、様々な業

務システム構築を受託。提案から要件定義、

Software
Solutions

System
Integration

Internet of
Things

分析、設計、開発、運用・保守まで
対応。お客様との共創を重ね高品
質でより良いソリューションでニー
ズを実現

設計、開発、テスト、運用・保守まで対応し、
最適なシステムを構築します。

自治体ソリューション

住民情報システム、介護・国保システム、内部

情報システムなど自治体向けソリューション

Municipality
Solutions

の適用実績があります。お客様のご要望にも
お応えし、業務システムの最適化に寄与いた

します。

Webシステムソリューション

ECサイトやWebカタログシステム構築など業

Web-Based
System
Solutions

種にかかわらず開発経験を有しております。
お客様の業務体系に応じて、様々な課題を最
適なソリューションで解決します。

Robotics

