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会社概要 

 

 

 

社名   テクノベインズ株式会社 
 

英文社名  Techno Veins Co., Ltd. 略称 TVC 

 

代表者   代表取締役 
 た か く な お や  

高久 直也 

 

 

資本金   ¥21,000,000 円 

 

 

会社設立日  昭和 62 年 11 月 2 日 東京都葛飾区にて 

テクノベインズ有限会社設立 

   平成 14 年 9 月  東京都文京区に本社移転 

   平成 15 年 3 月  株式会社へ組織変更 

   平成 15 年 4 月 1 日～ 第 17 営業期 

 

 

営業年度  毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日を 1 営業年度とする。 

   通年での決算とし、1 年度を 1 営業期とする。 

   昭和 62 年 11 月 2 日～翌年 3 月 31 日を第 1 期とする。 

 

 

会社所在地  東京都文京区湯島三丁目 31 番４号 ツナシマ第１ビル２階 

   電話 03-3832-7460㈹ ﾌｧｸｼﾐﾘ 03-3832-7430 

 

 

 

主な取引金融機関  りそな銀行（旧あさひ銀行） 青戸支店  当座 454126 

   りそな銀行  上野中央支店 

   みずほ銀行  上野支店 

   UFJ 銀行   秋葉原支店 

   あさひ信用金庫  湯島支店  当座 26631 

   VISA・MASTER  クレジットカード加盟店 

 

 

JAN 企業コード  4543340 

インターネットショップ NTT-X gooshop バーコードショップテクノベインズ
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インターネット ホームページ http://www.technoveins.co.jp/ 

E-Mail:   sales@technoveins.co.jp 

他運用ドメイン  tvc.jp, pos.jp, fanless.jp 

 

 

主な参加開発グループ 
 OLE-POS OLEPOS 協議会メンバー 

  マイクロソフト バリューチェーン 
  マイクロソフト Developer's Network Level2 メンバー 

  NEC  ISV/IHV メンバー 

  COMPAC  ソリューションアライアンス（CSA） 

 

 

主な業務内容 
  バーコード、パソコンレジ関連製品輸入・卸・販売 

パソコンレジソフト 開発･販売 

  自社商品 企画･開発・製造(協力工場)･販売 

  パソコン・PDA 関連 各種ソフトウェア受託開発 

ハｰドウェア/電子回路 受託開発 

  コンピュｰタ･周辺機器 企画･設計･製造(協力工場)･販売 

 

 

自社開発・販売オリジナル製品 
ﾊｰﾄﾞ UCM-0822A 防塵ファンレスコンピュータ[2003/10 発表新製品] 

TVSC1  汎用スイッチ入力  

Network Lamp ネットワーク接続用 警報ランプ・応答装置 

QMC531[販売終了] 5 インチ 3.5 インチ フロッピｰメディアコンバｰタｰ 

  SD301[販売終了] PC9800 ｼﾘｰズ用 1.44MB 対応 外付けフロッピｰディスク 

  TVSW24A[販売終了] DOS/V パｿｺﾝ用 スイッチ入力インターフェースボード 

ｿﾌﾄ Simple Data Collector PalmPDA 向けデータ入力ソフト 

ﾌｫｰﾏｯﾄﾂｰﾙ[販売終了] JDL 専用機器用 フロッピーフォｰマットソフトウェア 

  ﾚﾝﾀﾙ業務管理[販売終了] コミック 書籍レンタル店向け管理プログラム 

  ﾚｼﾞｿﾌﾄ[販売終了] DOS/V 用レジソフト PCVReg 

 

主な販売製品 
ﾚｼﾞ関連商品 CCD バーコードスキャナ（CANMAX、HHP） 

レーザスキャナ(Metrologic, Olympus Symbol, Opto) 

他バーコード関連製品各種 

ハンディターミナル（ｱﾙﾌ、Olympus Symbol 他） 

レジ、ラベルプリンタ(EPSON, STAR, 三栄電機, CJP Tech) 

キャッシュドロワ(TVC, EPSON, OKT) 

レジキーボード（Giga-TMS）、レシート・ラベル用紙 

カスタマディスプレィ（EPSON, CANMAX, GigaTMS） 

業務ソフトウェア、その他 
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主な受託開発実績 
（相手先は開発品の最終納品先です。） 

 

CASIO 

 ワープロ V30HL 16bit ｱｳﾄﾗｲﾝﾌｫﾝﾄ生成プログラム 

九州松下電器 

 プリンタ TLC90 8bit ｱｳﾄﾗｲﾝﾌｫﾝﾄ生成プログラム 

  ｲﾒｰｼﾞｽｷｬﾅ Windows 用 TWAIN スキャナドライバ 

  複合カラープリンタ Windows 用ユーティリティプログラム 

松下通工／富士ソフト 

 ＰＤＡ  業務アプリ 

 CANON 

 ワープロ VM8600 32bit ｱｳﾄﾗｲﾝﾌｫﾝﾄ生成プログラム 

  ワープロ VM8600 32bit 飾りｱｳﾄﾗｲﾝﾌｫﾝﾄ生成プログラム 

  ワープロ 80386 32bit ﾊｲﾊﾟｰｱｳﾄﾗｲﾝﾌｫﾝﾄ生成プログラム 

  パソコン 80386 DOS/V32bit ｱｳﾄﾗｲﾝﾌｫﾝﾄ生成プログラム 

 日立製作所 

 ワープロ MS-DOS5.0 OS 移植･同 BIOS 作成作業 

  パソコン FLORA 内部テクニカルマニュアル作成 

    インテリシﾞェント通信ボード設計 

  パソコン PROSET 花子イメｰジスキャナドライバ 

  ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ端末 CD-ROM 用ドライバの作成 

  AT ﾊﾟｿｺﾝ  マザｰボｰド設計･ビデオボｰド設計 

 ﾀﾑﾗ製作所 

 プリンタ  Windows 用カラーページプリンタドライバ作成 

  プリンタ  Windows 用サーマルプリンタ、ドライバ作成 

  プリンタ  レジ用サーマルプリンタ ソフト 

ﾌﾟﾘﾝﾀｺﾝﾄﾛｰﾗ レジ用ﾗｲﾝｻｰﾏﾙﾌﾟﾘﾝﾀ ｺﾝﾄﾛｰﾗﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 ｾｲｺｰ電子 

 プリンタ  Windows 用プリンタドライバ DLL 作成 

大蔵省印刷局 

ｿﾌﾄｳｪｱ  偽造防止印刷 画像解析・真偽判定ソフト 

 その他 

  Web 入力ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ NTT-BB 

 ラベルプリンタ 英文字ラベルプリンタ用 日本語出力プログラム 

  ラベル印字 日本赤十字社血液製剤ﾗﾍﾞﾙ印字ｼｽﾃﾑ 

  秤量システム 日本赤十字社製剤用秤量ﾗﾍﾞﾙ発行ｼｽﾃﾑ、ほか多数 

  レジシステム ｶﾗｵｹ用ﾚｼﾞ、甲府ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ 富士屋ﾎﾃﾙ ﾚｽﾄﾗﾝﾚｼﾞ 

  業務システム 国際デジタル(IDC)様,ジャパン石油開発様 

  ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ 日本通運 流通倉庫用入荷在庫管理プログラム 

  ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀ ポイントカード用プリンタ 制御基板回路設計 

  ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ お見合い端末用制御基板ハードウェア設計 

 共通伝票システム 全日本トラック協会 

  予約管理  ゴルフ場予約管理システム 

  Palm 発注端末 オースリー100 円ショップ用 SPT1500 商品発注ソフト 


