
この度、 志しを同じくする仲間と共に、 株式会社トライアンフを設立いたしました。 私は、 「この仕事

はトライアンフでないと出来ない」、 「トライアンフだったら出来るだろう」 等々とお客様から評価を得ら

れる様な 「小さくてもキラリと光っている会社」 にしようと、 我社の未来像を思い描いております。

「人は石垣、 人は城」 というように、 社員が会社自身でもあり、 会社は社員が存在しないと成り立た

ないものとの考えから、少し社員に重みを持った会社にしたいと考えます。 会社は組織の一つであり、

また一つのチームとして捉える事もできます。 最高の仲間と共に最高の仕事ができたら、 それこそ最

高の会社と言えるでしょう。 「一人はみんなのために、 みんなは一人のために」 の精神で、 私自身

も周りをサポートしていきたいと思います。 みんなで理想の会社を追求していきましょう。

代表取締役社長

栗原　建成

>> for a dream  
株式会社 トライアンフ

01代表あいさつ
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　挑戦　　発想と革新によって創造される技術を提供する

　実現　　チームワークが不可能を可能に変える

　表現　　社員は会社の顔である

経営方針

「人を中心に置いた経営を通じて社会から信頼される企業へ」
　　　　　　　　　　　　                    　　　　　　     ～会社の未来は社員と共にある～

常に新しい発想とチャレンジ精神によって、 活気溢れる会社を創造し、 われわれの提供するサービ

ス及び企業活動を通じてお客様や社会へ貢献するとともに会社の発展が従業員ひとりひとりの幸せ

と一致する魅力ある企業 でなければならないと考えております。

これを実現するために経営計画を策定し、 まずは 「強固な経営基盤の構築」 を最重要課題として位

置付け、 次への飛躍の第一歩とするために取り組んでいます。 本計画では、 「経営基盤構築」 を基

調に以下の３つの目標を掲げております。

１． 確実な営業基盤を確保する

２． 最高のサービスを提供する

３． 武器となる人財を持つ

また、 企業のカラーとなる 「企業風土の構築」 も重要な要素として位置付け、 福利厚生／待遇、 社

員教育の充実、評価制度の策定等の 「人」 に焦点を充てた取り組みを積極的に実施していくことで、

当社のカラーを確立していこうと考えております。

03トライアンフ憲章

会社とは、 社員一人ひとりである。 社員が自由な想像により会社の文化、 社風を創り上げていく。

社員は 「今日の自分を超える明日の自分」 を目指すことで、 常に進化する会社となる。 工夫と活

力による人間性の豊かな会社を目指す。

技術への探究心、 チャレンジ精神を忘れず大胆に行動しよう。 そして、 技術による最高のサービ

スを提供する。 発想とは無限の可能性を持つ人間の一番の武器。 新しいものがそこから産まれる。

価値観を共有し、 喜びを分かち合える仲間達と理想を現実に変えていこう。 一人では到底できな

いことも達成できてしまうのがチームワークという魔法。 人から学ぶことは多く、 積極的にコミュニ

ケーションを図り良い部分を吸収していこう。



04事業概要

トライアンフでは、 汎用コンピュータおよび分散系コンピュータのソフトウェア開発、

ネットワーク構築まで、 ＩＴ時代のニーズに応えるシステムエンジニアリングサービス

を提供いたします。

■ 情報システム開発 

コンピュータシステムの豊富な開発実績と高い技術力を駆使して、 高い品質と信頼性の

あるシステムを構築いたします。

■ コンサルティング

お客様が現在抱えている問題を分析し解決策を考え、 ソリューションをご提案致します。

問題解決に必要なシステムの設計を行うと共に、 開発 ・ 導入 ・ 運用 ・ 保守まで包括的

な計画を立案いたします。

■ インターネットビジネス

インターネットを利用した新たな情報サービス・新規ビジネスの企画、開発、実施をサポー

トいたします。 また社内プロジェクトでは、 あたらしいビジネスモデルの発掘にチャレンジ

しています。

■ Ｗｅｂサイト （ホームページ） 制作

Ｗｅｂサイト （ホームページ） を作りたいと思っていても、 何から手をつければ良いのか

分からない。 早急にＷｅｂサイト （ホームページ ) を公開したい。 そんなお悩みを抱えて

いる、個人事業主や着物関係の方を中心に、Ｗｅｂサイト （ホームページ） の企画、制作、

保守からコンサルティングまで総合的にサービスを提供いたします。

■ 主な業務分野

　金融 ・ 製造 ・ 流通 ・ サービス ・ 公共 ・ 通信

業種 業務

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ規模 開発環境 使用した S/W
パッケージ、
ミドルウェア

期間
( 月数 ) 人月 OS 言語 DB 開発ツール

金融 ・ 保険 分散基盤共通 18 30 AIX Java UDB RAD WAS,WACs

金融 ・ 保険 システム共通 ・

アプリ基盤

35 155 AIX Java UDB RAD WAS,WACs

金融 ・ 保険 他システム連携 53 53 z/OS PL/I TSO IMS,

FINEACE/390

金融 ・ 保険 アプリ基盤 39 64 z/OS Java DB2 RAD WAS,MQ

金融 ・ 保険 イントラマート 10 38 AIX LotusScript LotusDomino LotusDomino NOTES

官公庁 イントラマート 5 14 AIX LotusScript LotusDomino LotusDomino NOTES

対応業務 ・ 開発言語

■ 得意とする領域

■ 主な技術分野

プラットホーム ｚ／ＯＳ， ＯＳ／３９０， AIX， ＬＩＮＵＸ， Ｗｉｎｄｏｗｓ 等

データベース ＤＢ２， Ｎｏｔｅｓ， Ｏｒａｃｌｅ， ＳＱＬ－Ｓｅｒｖｅｒ 等

開発言語 ＡＳＭ， ＣＯＢＯＬ， ＰＬ／Ｉ， Ｃ， ＪＡＶＡ， ＶＢ，． ＮＥＴ 等

Ｗｅｂシステム ＪＡＶＡ， ＡＳＰ， Ｗｅｂ応用技術等

Ｎｏｔｅｓシステム Ｄｏｍｉｎｏ， ポータルサイト， ＳＣＭ， ワークフロー， 基幹連携 等

開発事例

要員

カテゴリ 環境 要員

ＯＳ 言語 ＤＢ 開発ツール ＰＬ ＳＥ ＰＧ

基盤系 z/OS,AIX ASM,PL/I,COBOL

Java,C,Ksh

DB2,IMS/DB,

UDB

TSO,RD/z,RAD 1 2 1

分散系 AIX Java,C,Ksh UDB,Oracle,

SQLServer

RAD 1 3 1

業務系 AIX,Win LotusScript,

JavaScript,C#.NET

LotusDomino,

UDB,Oracle

LotusDominoDesigner,

RAD

1 3 1



ホームページ制作

当社では、 Ｗｅｂサイト （ホームページ） を作りたいと思っていても、 何から手をつければ良いのか

分からない。 早急にＷｅｂサイト （ホームページ ) を公開したい。 そんなお悩みを抱えている、 個人

事業主や着物関係の方を中心に、Ｗｅｂサイト （ホームページ） の企画、制作、保守からコンサルティ

ングまで総合的にサービスを提供いたします。

ホームページ制作事例

銀座きもの青木様

　きもの ・ 帯 ・ 小物を扱われる、　

　銀座きもの青木様の制作事例です。

　オンラインショップを HTML5、 CSS3 で、

　スマートフォンでも最適な表示をさせるため、

　レスポンシブデザインを採用しました。

豊泉工房様

　着物をはじめ屏風 ・ 掛軸など、

　さまざまな分野で創作活動を行っている

　蒔絵友染作家　澤井豊泉様のネットショップ

　制作事例です。

　ネットショップは、 海外のお客様のために、

　英語にも対応しております。

アイシステム様

CCD カメラを用いて、 各種様々な色のむらを独自

のアルゴリズムを開発し、 解析装置 ・ コンピュー

タシステムを販売されているアイシステム様の制

作事例です。

　

鳥浜酒造様

福井県は若狭の地で大正 9 年より造り酒屋をされ

ている鳥浜酒造様のネットショップ制作事例です。

着物買取流通センター様

　大阪、 関西圏を中心に着物の買い取り事業を

　されている着物買取流通センター様の

　ホームページ新規制作事例です。

こはく堂様

東京都内及びその近県 （東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・

千葉など） を中心に、 絵画、 美術品、 茶道具、

和服など買取されている、　こはく堂様のホーム

ページ新規制作事例です。

回生医院様

　川崎市中原区で地域に密着した医療を

　行われている、 回生医院様の

　ホームページ新規制作事例です。



05会社概要

Triumph という単語には、”大成功（の喜び）”という意味があります。 その他には、勝利、偉業、

得意の様子などという意味も持っているようです。 この厳しい競争社会において、 社員全員が

一丸となって協力し 「皆で大成功の喜びを得たい」 という我々の思いの込めた言葉を会社名

として採用しました。

住所　　　　〒１０３－０００１

　　　　　　　東京都中央区日本橋小伝馬町７－１０

　　　　　　　エムジー小伝馬町ビル２Ｆ

連絡先　　 ＴＥＬ　０３－５６４４－７８２８

　　　　　　　ＦＡＸ　０３－５６４４ー７８２９

      　　　　info@triumph-jp.com

               http://www.triumph-jp.com/

代表者　 　代表取締役　栗原　建成

創業日　 　２００６年４月１日

資本金　　 １，０００万円

取引銀行　三菱ＵＦＪ銀行

　　　　　　　三井住友銀行

会社概要

ファミリーマート
●

●
華龍飯荘

至人形町

至秋葉原

地下鉄
日比谷線
小伝馬町駅

至岩本町

至浜町

地下鉄
都営浅草線
東日本橋駅

至浅草橋

至人形町

ＪＲ総武線
馬喰町駅

至両国

至新日本橋

地下鉄
都営新宿線
馬喰横山駅

triumph

●
サンマルクカフェ

●

〒小伝馬町局



組織図業績

株式総会

取締役会 監査役

代表取締役

統括本部

管理本部 財務本部 監査本部 技術本部 事業本部

総務部

人事部

広報部

法務部

財務部

経理部

企画部

購買部

内部監査室

内部統制室

情報システム部

研究開発部

SIサービス事業部

マルチメディア事業部

会社沿革

２００６年　４月　　株式会社トライアンフ　創業

２００６年１０月　　取締役会設置

２００７年　１月　　ホームページ公開

２００７年　９月　　マルチメディア事業部新設

２００７年１０月　　関東ＩＴソフトウェア健康保険組合 ( ＩＴＳ ) 加入

２００８年　１月　　本社移転

２００８年　２月　　売上高１億円達成

２００８年　４月　　第１期生入社

２００８年１２月　　きものポータルからくさ　オープン 

２００９年　５月　　日本橋法人会加入   

２００９年　８月　　ノーツコンソーシアム加入

２０１０年１２月　　千葉市ホームページリニューアル提案コンテスト優勝

２０１１年　６月　　くるみん取得

２０１６年　４月　　創業１０周年を迎える

２０１７年１０月　　東京都情報産業協会 （ＩＩＴ） に加入

２０１８年　２月　　熊本市より熊本城復元整備基金への支援に対して感謝状を受賞

２０１８年　６月　　東京商工会議所に加入

18 年度17 年度16 年度15 年度14 年度

（売上の単位：百万円、２月期末）

174 175
165

150

176

その他分散系グループウェアWEB 系

（2018 年度 分野別売上構成）
59%

21%
16%

4%

その他L社R社T社K社D社

（2018 年度 主要取引先別構成）
48%

8%
13% 11%

4%

17%


