


拡大する市場に合わせ、

グローバルな視点から

ワンストップで各種ソリューションを提案する

トータルマルチベンダーサービスカンパニー。

それが京西グループです。 

Top Message

沿 革

　京西グループは「医療」「計測」「情報・通信」「環境・エネ

ルギー」「分析・ライフサイエンス」の分野で独自のサービス体

制を確立し、ワンストップで提供する「トータルマルチベンダー

サービス」をはじめ、オリジナルテクノロジーを直接ご提供する

「顧客ダイレクトサービス」、革新的で独創的な製品やサービス

を開発する「自社プロダクトの創出」の3つをビジョンとして掲げ、

その実現を目指して邁進いたします。

　皆様より安心、信頼されるビジネス展開を通し、より一層の

ご愛顧をいただけるよう、たゆまぬ努力を続けていく所存です。

明るい社会の実現を目指し、未来に向かって皆様と共に歩んで

いけるように、今後も温かいご支援をいただけますよう、宜しく

お願い申し上げます。 

昭和21年
【6月】
●京西電機研究所を創立
【11月】
●横河電機株式会社の工業計測器用アンプ
及び電子計測器、日本電気株式会社の
電話交換機の生産/検査を開始

平成14年
【2月】
●グループで永年培ってきた技術をベース
とした自社プロダクトの開発/製作/販売、
コンピュータ/ネットワーク/ソフトウェア/
計測関連の技術者養成及び教育事業展
開を目的に京西クリエイト（京西テクノス）
株式会社を設立

【11月】
●国内事業のグローバル展開の先鋒として
京西科技有限公司を中国（無錫）に設立

平成18年
【10月】
●「メーカーサポートの終了した電子計測器
のマルチベンダーサービス」が経済産業
省「新連携ビジネス」認定

平成20年
【1月】
●効率化推進のため、東京地区のオフィス
を統合し、新本社ビルに移転 

平成21年
【10月】
●株式会社ワイ・ディ・シーより、ネットワーク
ソリューションサービス事業を承継

平成22年
【3月】
●サービス産業生産性協議会
「ハイ・サービス日本300選」受賞

平成28年
【3月】
●アンリツ株式会社と電子計測器等の校正
事業と医療機器保守事業を行う共同出資
会社Mテックサポート株式会社を設立

平成29年
【1月】
●日本経済団体連合会（経団連）入会
【12月】
●経済産業省
「2017年度地域未来牽引企業」に選定

平成31年
【4月】
●NECマネジメントパートナー株式会社より
校正サービス事業を承継し、東京校正セ
ンター、福島校正センターを開設

令和元年
【10月】
●本社テクニカルセンターに新棟北館を増
設。東京校正センターを北館に統合

令和2年
【6月】
●経済産業省「2020年度版グローバル
ニッチトップ企業100選」に選定



事 業 紹 介
京西テクノスでは最良の品質・プロセスを創出し、マーケットに適合した各種サービスをご案内しています。

トータルマルチベンダーサービス

リモート 受 付テクニカルサポート

京西グループは、
「医療」「計測」「情報・通信」「環境・エネルギー」「分析・ライフサイエンス」をキーワードとして

機器・システムのサポートをワンストップで総合的に対応できる
唯一無二のトータルマルチベンダーサービスカンパニーです。

お客様からのトラブルの受付(サポートセンター業務)、
全国最寄の拠点からエンジニアが駆けつけトラブルの解消を行うフィールドサービス、

故障機器の解析・修理を行うリペアサービス、必要パーツや代品のタイムリーな供給を行うパーツセンター機能といった
トラブルの受付からシューティングまでをワンストップで行います。｠

当社はメーカー各社との契約により各社のサービス業務をアシストさせていただきます。 

KLES（クレス）
（修理・延命・校正サービス）

KLES（Kyosai Life Extension Service）はお客様が諦めかけた大切な電子機器の装置延
命の一環として「修理」・「予防保全」・「再設計」を行っています。
99％以上の完遂率を誇る「修理」実績と「予防保全」「再設計」で電子機器の延命をサポート
します。
KLESはEquipment Doctor’s（機器の専門ドクター）のプロフェッショナル集団として様々な
お客様のニーズに応えるために生まれた京西テクノスだからこそできるサービスです。

サポートセンター

リペアサービス

フィールドサービス機器・パーツ管理センター

パーツ製造 パーツセンター 修理完了機器

お 客 様
環境・

エネルギー計 測 情報・
通信医 療

リモートによる監視・制御から
トラブル時の受付、テクニカルサポートまで

24時間365日対応。

さまざまな業界で使用されている機器を修理します。
部品修理を含め、マルチベンダー対応。

既存の拠点はもちろん、
お客様のニーズに合わせ、
当社エンジニアが
全国で対応。

お客様要求時、フィールドサービス
エンジニア到着時、必要なパーツ
をタイムリーに供給。
また貸し出し機器の管理も
行います。

トラブル
発　生

リモート

KSSP
（システム管理サービス）

KSSP（京西サービスソリューション
パッケージ）は各種管理システムをパッ
ケージにしてご提供しています。
「医療」「計測」「情報・通信」「環境・エ
ネルギー」分野におけるサービス実務
（トータルマルチベンダーサービス）から
培ったサービス履歴のデータを分析
し、効率の改善、顧客満足度向上、新
製品開発への反映を実現しています。

エデュケーション
（教育サービス） 

京西テクノスでは、豊富な開発実績と
独自の人財教育ノウハウを活かし、企
業価値を高める「人財」を育てる「学び
舎」を提案しています。
人財育成は、多くのエンジニアを育て
たノウハウを活かした独自の教育スタ

イルで、お客様のご要望に即した教育サービスを提供。実機を用い
たハンズオントレーニングと、お客様の要望に応じたテキストのカスタ
マイズを行い、常にベストな教育を提供しています。

計測器の校正・修理ソリューション
（校正・修理サービス）

計測器の校正サービスは国内最
大規模を誇ります。約4万8,000
機種以上の計測器、計量器に適
応しており、国際規格、電波法等
にも対応した校正領域です。
また、計測器校正管理の全てを

BPOで管理できる校正管理ソリューションも提供し、校正結果のエ
ビデンスを自社で開発したシステムで管理しています。
修理後の校正、仕様外れ時の修理をワンストップで提供するため、ご
依頼は1回で完了でき、時間と工数の大幅な削減を実現します。

さまざまな装置・機器にも対応可
能な自社開発のリモート監視ツー
ル「Wi-VIS」を用いて、世界中の
工場、プラント、病院等で稼働する
ITインフラ、プロダクト、システム等
を監視、制御することができます。

お客様よりも早くトラブルを察知しリモートで問題解決が困難な場合
は、最寄りのフィールドサービスエンジニアをディスパッチできます。

リモート監視ソリューション
（監視システムサービス）

当社のAttacker Ⅲ（AK
3300型）はリペアサービ
ス業務の現場から生まれ
た製品です。実装基板の
故障診断に威力を発揮

する【Attackerモード】、不良部品の特性解析が可能な【部品測定
モード】、通電状態で回路の動作確認が可能な【回路特性測定モー
ド】の3つの動作モードで実装基板の故障診断、実装部品の特性解
析を実現した製品で、さまざまな場面で活用いただけます。

Attacker III
（製品）

京西テクノスのサービスは国内だけ
でなく世界中で稼働する機器の修
理・校正サービスを関西国際空港内
の保税工場で提供します。
通関を通さない事で関税を支払うこ

となく、短納期、低コストでJAPANクオリティのサービスをグローバル
に展開し海外製品のあらゆるお悩みを解決します。 

京西グローバルサービス（GRS/GCS）
（海外向け修理・校正サービス）

全国規模で
ご対応

機器貸し出し
管理
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京西グループ概要
京西テクノス株式会社｠
本社｠1

●所在地：東京都多摩市愛宕4-25-2｠
●資本金：8000万円｠
●設　立：平成14年2月（グループ創業：昭和21年6月）｠
●代表者：代表取締役社長 臼井 努｠
●従業員：400名

【事業内容】
計測器/医療機器/通信機器/電子機器 設計・製造・修理・校正・
ネットワーク設計・ 構築・運用管理・システム運用管理

【資 格】
ISO9001、ISO13485、ISO27001（管理部門） 
第一種医療機器製造販売業 13B1X10195　医療機器修理業 13BS200953　医療機器製造業 13BZ200799 
高度管理医療機器等販売業/貸与業 第4502241400003号　古物商許可 東京都公安委員会許可 第308770206640号
計量法校正事業者登録制度（JCSS）登録番号0082｠｠

【加盟団体】｠
●一般社団法人 日本経済団体連合会　●一般社団法人 電子情報技術産業協会 （JEITA）｠
●一般社団法人 東京経営者協会｠　●一般社団法人 日本画像医療システム工業会｠

●所 在 地：東京都多摩市愛宕4-25-2｠
●資 本 金：2000万円｠
●設 　 立：平成17年5月｠
●代 表 者：代表取締役社長 臼井 努｠
【事業内容】 
計測器/通信機器 医療機器及びそれに付随する電子機器の販売｠
新規ビジネスモデルの企画・立案
【資 格】
労働者派遣事業（派13-310025）　医療機器修理業 13BS200795
高度管理医療機器等販売業/貸与業 第4502240700003号
古物商許可 東京都公安委員会許可 第308780909100号

株式会社テクノトレンド｠

Mテックサポート株式会社｠
●所 在 地：東京都多摩市愛宕4-25-2｠
●資 本 金：2000万円｠
●設 　 立：平成28年3月1日｠
●代 表 者：代表取締役社長 臼井 努｠
【事業内容】 
電子計測器等の校正および医療機器保守 
【資格】｠
ISO9001、ISO13485
医療機器修理業 13BS201246｠

トレンドメディカル株式会社
●所 在 地：東京都多摩市愛宕4-25-2
●資 本 金：1000万円
●設 　 立：令和元年12月｠
●代 表 者：代表取締役社長 臼井 努
【事業内容】 
医療機器保守のメンテナンスサービス 
【資 格】
医療機器修理業 13BS201445｠

札幌事業所｠2
●所在地：北海道札幌市北区北三十四条西5-1-3｠
●開　設：平成18年11月
【資 格】
医療機器修理業 01BS200200
高度管理医療機器等販売業/貸与業 札保医許可（機器）第4110号｠

仙台サービスステーション｠3
●所在地：宮城県仙台市泉区七北田字菅間81-5｠
●開　設：平成21年1月 
【資 格】
医療機器修理業 04BS200238 
高度管理医療機器等販売業/貸与業 第M60065号｠

福島サービスセンター｠4
●所在地：福島県福島市清水町字一本松1-1｠
●開　設：平成31年4月

郡山事業所｠5
●所在地：福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下1-4｠
●開　設：平成16年4月 
【資 格】
医療機器修理業 07BS200093　医療機器製造業 07BZ200078
高度管理医療機器等販売業/貸与業 郡保総第478号

小山サービスセンター 那須分室｠6
●所在地：栃木県大田原市下石上1388｠
●開　設：令和3年9月 ｠

小山サービスセンター｠7
●所在地：栃木県小山市城東3-28-1｠
●開　設：令和3年9月 ｠

長野サービスセンター｠9
●所在地：長野県長野市大字北尾張部36｠
●開　設：令和3年9月 ｠

千葉校正センター｠8
●所在地：千葉県市川市塩浜1-6-3｠GLP-MFLP市川塩浜3階A区画｠
●開　設：平成29年5月｠

沖縄サービスステーション｠15
●所在地：沖縄県那覇市久米2-3-15　COI那覇ビル5階｠
●開　設：令和3年4月｠

名古屋事業所｠10
●所在地：愛知県名古屋市西区押切2-8-18｠
●開　設：平成17年5月
【資 格】
医療機器修理業 23BS200331
高度管理医療機器等販売業/貸与業 名高機第1437号｠

金沢サービスステーション｠11
●所在地：石川県金沢市二口町二53番1｠
●開　設：平成30年6月
【資 格】
医療機器修理業 17BS200115｠

大阪事業所｠12
●所在地：大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-1-1｠
●開　設：平成25年2月 
【資 格】
医療機器修理業 27BS200500　医療機器製造業 27BZ200339 
高度管理医療機器等販売業/貸与業 第N06592号｠
動物用医療機器修理業 26修理第1063号
動物用管理医療機器販売・貸与業（届出済）｠

広島事業所13
●所在地：広島県広島市中区中島町3-25 ニッセイ平和公園ビル｠
●開　設：平成26年2月 
【資 格】
医療機器修理業 34BS200148
高度管理医療機器等販売業/貸与業 第46312号

福岡事業所14
●所在地：福岡県博多区榎田2-4-72
●開　設：平成19年6月 
【資 格】
医療機器修理業 40BS200363 
高度管理医療機器等販売業/貸与業 第7272052号

京西テクノス株式会社 事業拠点

京西科技（無錫）有限公司
●所 在 地：
●資 本 金：70万USドル｠
●設 　 立：平成14年11月｠
●代 表 者：董事長 臼井 努｠ 
【事業内容】 
医療機器/電子機器設計・製造・修理 
【資 格】
ISO13485 証明番号30709、ISO9001｠


