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チェンシージャパンについて

事業概要

私たちは、日本のモノづくりを世界に届けるグローバル製造業のお客様におけるデジタル化支援に取り組んでい
ます。

サービスの中核であるスウェーデン発祥のERPーIFS Applicationsのベンダー、IFS社とグローバルパートナー
シップを組み、日本・北米・アジアの拠点を基盤にグローバル展開もサポートします。基幹システムであるERP
とその周辺システムの構築まで、トータルエンタープライズソリューションを提供します。コンサルティング・
システム導入・開発から、運用保守サービスとそのライフサイクルのすべてをカバーします。
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会社概要
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会 社 名 称 チェンシージャパン株式会社

英 語 名 称 CHENGSI JAPAN Co.,Ltd.

住 所 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-2-5
横濱ゲートタワー3F

電 話 045-900-0309

資 本 金 2000万円

設立年月日 2016年5月13日

代 表 者 名 岩堀 健太郎

役 員 安田 晋
末永 浩二
神戸 政一郎
門田 恭子（社外監査役）

顧問弁護士 後藤 亜由夢

従 業 員 数 25名（連結160名）

取引先銀行 りそな銀行
横浜銀行

日本急成長企業2022
（日経ビジネス・Statista調査）

https://smartsme.go.jp/
https://ichengsi.co.jp/2022/04/13/cagr-ranc/


GLOBAL NETWORK
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誠思科技-大連
2009~（70名）

チェンシージャパン株式会社
2016~ （２5名）

誠思科技-吉林
2013~（10名）

RACEKU SHANGHAI 
2019~（25名）

グローバルで160名
うち93名がIFS事業で活躍中RACEKU Thai

2020~（10名）

CHENGSI THAI
2012~（20名）

CHENGSI America Inc.
2021~（2名）



沿革
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誠思科技へ社名変更

Thailand子会社設立
IFS-Thaiのパートナー認定

Thailand BOI 

吉林子会社設立

新三板上場(2014.7.17  証券コード：830864)

2009

2012

2013 2014

2008

IFS-Chinaのパートナー

ISO9001認証取得

2016

チェンシー

ジャパン設立

IFSジャパンと

Refferelパートナー契約

IFS Chinaと合併

Principle Partner契約

2019

2020

IFS Thaiと合併

PrinciplePartner契約

IFSジャパンと

Silver Channel

パートナー契約

2021

CHENGSI 

America Inc.設立

誠志科技設立
2005

1４年に渡るIFSとの歩み



事業内容
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コンサル
ティング

サポート
サービス

システム
開発

⚫ IFSを活用した業務改善、戦略策定、計画作成などの
支援＆サポート

⚫ お客様のIT部門のアドバイザーとしてシステムプロ
ジェクト実施時のIT全般のコンサルティング業務

インシデント管理

月次報告書

⚫ 運用設計、改善、システム運用、サービス監視
などの運用

⚫ オンサイト・リモートなど選択
⚫ お客様稼働カレンダーに合わせたサービスレベ

ルのカスタマイズ

⚫ IFSパッケージ各モジュール開発・導入
⚫ IFS Partner各社と関係を構築し、柔軟に

対応
⚫ 周辺システム（バーコードやEDI等）の開

発



導入事例

プレジジョン・システム・サイエンス株式会社様

プレジジョン・システム・サイエンス社(以下PSS社)は
1985年に日本にて設立され、遺伝子検査、たんぱく質検査
などの体外診断(IVD)における研究開発や、その実用化で用
いられる自動化装置、その他理化学機器、ソフトウェアなど
の開発および製造販売を行っています。

PSS社では新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、PCR検
査システムの需要が逼迫し、生産の加速が必要でした。また
コンプライアンス課題として、経理部の超過勤務を解決する
必要があり、研究・生産など含めた全社での業務改革を行い、
同時にそれを支える企業基幹システムの入れ替えが有効と判
断しIFSの導入に至りました。

所在地: 東京

業種: 医療機器製造(PCR検査装置)

導入時期/バージョン: 2020年/IFS Applications10

領域:販売、製造、購買、財務、

品質管理、プロジェクト管理

導入効果

● 月次決算早期化と業務品質向上

● 経理部門の業務適正化

● COVID-19により増加した需要に対応
可能な生産体制作り
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導入事例

化学品製造メーカーB社様

B社は1927年に日本で設立され、金属加工用潤滑油の製
造・販売を行う企業です。大手自動車メーカー・大手機械
メーカーをはじめ5000社以上と取り引きがあり、月間取
引製品は2,000種以上にも及びます。また国内7拠点に加
え、海外にも拠点があります。

B社では長年使用してきたシステムが老朽化を迎えていた
こともあり、未来を見据えた次世代の経営基幹システムを
再構築し、業務改革に取り組みたいという課題がある中で、
自社の業務にマッチするグローバルシステムであるIFSが
選ばれました。

所在地: 東京

業種: 化学品製造(金属加工用潤滑油)

導入時期/バージョン: 2020年/IFS Applications10

領域:販売、製造、購買、財務、品質管理

導入効果

⚫ 次世代へ向けた新業務プロセス およびシステ
ムの整備

⚫ 生産性の向上（特に受注・出荷・請求業務）

⚫ 決算の早期化

⚫ ペーパーレス化

⚫ 在庫の適正化
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IFS社概要ご紹介
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IFS社 会社概要
IFSはグローバルカンパ
ニーとして、世界最大級の
企業と協業しています。 従業員数

+4,000
拠点数

+65
顧客数

+10,000

顧客満足度

87%
売上（2019）

$668m
成長率

+20%
vs 2018

クラウド売上

+56%
vs 2018
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Gartner
Peer insights
Reviews
⚫ ERP for product-centric midmarket

companies*

⚫ Highest-scoring midmarket ERP vendor 
with 10 reviews or more (May 2019)

⚫ IFS: 4.1

⚫ SAP: 4.1

⚫ Oracle: 4.0

⚫ Microsoft: 3.8

⚫ Infor: 3.5

*Total evaluation score of 4.1 / 5.0 and
reviews cited here are current as of May
2019

Very 
consistent  
with great
support

IT Director,  
Midsized U.S.  
Manufacturer

Service was  
truly
awesome

CTO,
Large U.S.  
Manufacturer

IFS… provides End 
to  End Solution 
based on  client’s
requirements

CTO,

Large APAC  

Manufacturer

[Our]
company  
survives with  
the ERP

IT Manager,  Small 
APAC Firm

User-
friendly  
and agile

CIO,
Mid-Sized EMEA

The
application  is 
full range

CFO,

Mid-Sized EMEA  

Manufacturer
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IFS a major player
IDC market scape

WORLDWIDE SAAS & CLOUD-
ENABLED MANUFACTURING ERP  
APPLICATIONS 2019

IFS positioned HIGHEST for 
Capabilities!

“IFS offers a flexible, integrated enterprise  
resource planning solution tailored to the 
needs  of manufacturers. IFS supports the 
modes of  manufacturing that customers 
employ, with  support of the full process 
from design,  engineering, estimating, and 
configuration  through to production, 
delivery, and optional

service.”

IDC MarketScape vendor analysis model is designed to provide an overview of the competitive fitness of ICT suppliers in a given

customer requirements in a 3-5-year timeframe. Vendor market share is represented by the size of the circles.

results in a single graphical illustration of each vendor’s position with n a given market.The Capabilities s core measures vendor

Reid Paquin,.DOC #US45098119 / June 2019. IDC clients can access the full report here.
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https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45098119&pageType=PRINTFRIENDLY


IFS製品の特長
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5つの業界に強力にマッチ
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IFS Cloud
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企業の成長・変化へアジャイルに対応

● 進化するビジネスに即して適用業務を拡張できます。

● サービス系ビジネスの発展に追随していくIFS製品戦略

コンポーネント型アプリケーション

● 業界用コンポーネント構成

● 選択したコンポーネントだけをインストール

● インストールされた構成＝業界“テンプレート”

● 業界別に「ソリューション」としてご提供！

● 更に、お客様ご要望範囲のみの構成が可能！！
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IFSロビーから始まる業務処理
ユーザーの業務生産性向上を支援するための、ダッシュボード機能

例：生産管理者向けの『Lobby』 例：一般管理者向けの『Lobby』

担当工場、担当製品の直近２週間の進捗状況や
納期遅れ、負荷状況、アラートを確認

様々な業務シーンにおける“業務の入り口”を設定可能

● 経営層

● 営業

● 販売

● 生産管理

● 製造現場

● 購買

● 保守

● システム管理者 など
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IFSロビーで個々に最適な情報の提示
利用者役割別のサンプル設定が提供され、それを参考に自身用設定を自在
に行えます

● 各業務領域から20を超える
標準テンプレートを用意

● システム上から任意に作成可能

● デザイン変更や項目追加も自在

● 業務に適した「見える化」
情報を定義

● 「LOBBY」を起点として、俯瞰的な
情報の把握

● 詳細な情報へのドリルダウンが可能

● 日々の業務の進捗に加え、異常感知や
対策立案

● 経営視点でのＫＰＩ分析など業務の支
援
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マルチデバイス対応
工場のタブレット・現場のスマートフォン、オフィスのデスクトップPCな
どすべてのデバイスから同じように使用可能
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カスタムコンフィグレーション

IFS標準を変更しないための「標準」機能

カスタムメニュー

カスタマイズ無しで画面に項目追加することが可能です。

論理ユニット間での関連性を設定するこ
とができます。

テーブルを含むビジネスオブジェクトを
追加することができます。

カスタム論理ユニットに対するデータ入力/編集画面を追加でき
ます。

画面上で特定の値を設定した時の挙動を
定義

条件付きフィールド

標準の画面にタブを追加して関連情報を

表示/編集

カスタムタブ カスタム詳細ページ

ハイパーリンクカスタム論理ユニット

カスタムページカスタムフィールド

カスタム参照

追加した論理ユニット用に、新しく登録/ 

編集画面を作成することが可能です。

URLやメールアドレスといったハイパー
リンク用のフィールドを追加

右クリックメニューを設定できます。
アプリケーション内の様々なイベントを
トリガーにし、各種アクションを設定

集計分析用など、SQL文から一覧画面を
生成できます。

カスタムイベント クイックレポート
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IFS生産管理ソリューション

個別仕様標準仕様

顧客仕様

受注設計生産

繰返生産 標準仕様

需要予測/販売計画 生産計画 調達 製造 出荷

MRP/かんばん/発
注点管理

プロジェクト
/ 製番管理

個別仕様標準仕様
個別・受注生産

コンフィグレータ/

製番管理/MRP

生産計画

設計

個別仕様標準仕様受注組立生産

出荷 保守

製番管理/MRP

受注

受注

受注

受注

生産計画 調達/製造 設計 製品組立

調達 製造 出荷 保守

保守
⚫ プラント設備
⚫ 輸送機器（車両、船舶

、飛行機）

⚫ 産業装置・機器
⚫ ハイテク/精密機器
⚫ 医療機器

⚫ 自動車、部品
⚫ 装置部品

⚫ 化学品、塗料
⚫ 食料品、消費材

設計 調達 製造 据付/施工

先行調達

リソース管理/進捗・コスト管理/契約管理

バッチプロセ
ス（レシピ）

調達/製造

22



施設/設備のライフサイクル管理を実現
IFS PDMによりライフサイクルを通して一貫性あるBOM管理を支援します

24

建造／製造 メンテナンス設計／開発

IFS PDM

IFS PDMは設計BOMの構築とメンテナンスおよび関連する図面
/文書管理との連携をサポートします。

強力な検索エンジンやコピー機能により、品目やデザインの再
利用を可能とし管理対象物の標準化をより簡便化します。

製造BOMやプロジェクトBOMとの連携

設計変更管理により、設計/製造/プロジェクト/サービスBOMの
変遷を正しく管理します。

個々の品目の特徴/特性をシステム上で管理可能です。

設備

カルテ
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プロジェクト

見積から据付作業、アフターメンテまで、個別の案件に関するあらゆる活動を横串で計画・管理するお客様向け
に、プロジェクト型の生産管理ソリューションを提供しております。

見積 契約 設計 調達 製造 据付 保守

稼働検査

24



会計

自動仕訳の仕組み

債権 債務
総勘定
元帳

内部元帳

自動仕訳
「会計管理コード」

セグメント情報や、プロジェクト
番号、他 任意の分析指標を 仕訳

金額と共に会 計へ転送します

請求稼働据付進捗管理仕入計上調達/受入受注

転記コントロール
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予算

ERP導入における費用のかかり方
*弊社の実績・一般的な考え方を整理したものであり、必ずしもこの比率での費用感となるとは限りません。

お客様側体制、並びにいかにカスタマイズせず、標準機能
に合 わせて業務改革ができるかが大きなポイントになりま
す。

0-10%

20-40%

50-80%

インフラ費用
ネットワーク・サーバー等

ライセンス費用
パッケージソフトウエアライセ
ンス費用

導入費用
コンサルタント・デベロッパ
ー人件費 移動にかかる経費

抑制のポイント

大きな抑制を期待できる部分ではございませんが、初期
検討 時の対象業務範囲とユーザー数のスコープをしっか
り決める事 で後の費用増幅が抑えられます。

すでに社内でサーバー等をお持ちで流用が期待できる場
合、
抑制が可能です。
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sales_ japan@ichengsi.com

お問い合わせ

ご相談・ご不明点などございましたら、

弊社営業担当までお気軽にお問合せ下さい。

チェンシージャパン株式会社

〒220–0011

神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー3F

TEL 045-900-0309 

CONTACT

mailto:sales_japan@ichengsi.com

