




お客様の事業に貢献する商品・サービス
Products and services that contribute to customers’ business

自動車アフターマーケットを中心に、産業界の幅広いお客さまに業務効率の

改善・経営課題の解決に向けたトータルシステムを提供しています。

We provide total systems designed to improve operating efficiency and resolve 
management issues facing customers across a wide range of industries, focusing 
particularly on the automotive aftermarket.
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「感謝と喜び」
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豊かな社会創造に貢献する付加価値
Added value that contributes to a more prosperous society

事業活動を通じて創出される価値＝フィールドで、産業社会の発展と豊かな

未来社会の実現に貢献します。

The value we create through our business activities serves as a field, through which we 
contribute to the development of our industrial society and the realization of a more 
prosperous society for the future.

Growing hand in hand with people all over the world,
and creating new value in the spirit of gratitude and happiness

「感謝と喜び」の心で、全ての人々と共に成長し、
新しい価値を創出しています。

広葉樹が四季を通じて成長・循環していくように

ビジネスの大地に根をおろしたブロードリーフは、

５つのプロセスにおいて「考える・つながる・

広がる」を実践し、すべての人々の喜びにつながる

価値を創出しています。

そして、その価値＝フィールドは、さまざまな

未来へとつながっていきます。

Just as leaves grow and rejuvenate over the course of 
the four seasons, we aim to lay down our own 
Broadleaf roots in business. We put our commitment 
to “consider, connect and expand” into practice across 
all five of these processes, so that we can create value 
that will translate into happiness for everyone. That 
value serves as a field, in which we can grow a wide 
range of possibilities for the future.
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One-stop solutions to help customers 
to grow their business

We provide one-stop solutions for systems and IT services,
from development, operation, sales and installation through to user support.

ワンストップで
お客様の事業成長に

貢献します。

サーバーやデータベース、さらにPCや周辺機器など

を合わせて提供し、お客さまの利用シーンに応じ

最適化したシステムを構築します。

全国33拠点のスケールメリットをいかし、お客さまに

対してフェース・トゥ・フェースの提案活動を行います。

身近なコンサルタントとして、システム活用を通じた

経営改善なども幅広くサポートします。

システム導入ユーザーに対するアプリケーション

および機器等の保守サービスを提供しています。

カスタマーヘルプデスク（コールセンター）や全国

に専門スタッフを配置し、ネットワークや機器などに

関するトラブル発生時にも迅速に対応します。

日常の業務現場におけるお客さまとの対話から、

課題や問題点を把握し、事業成長を加速させる

ための新たなサービスを多角的に検討しています。

システムの中核となる自社開発の業務アプリケー

ションは、特定業種固有の業務フローに則した

顧客管理、在庫管理、見積および請求管理など

の汎用的な機能を備えています。

We provide servers, databases, PCs and peripherals, 
and build systems that are optimized to suit user 
scenarios for each of our customers.

Capitalizing on our scale of operations, with 33 sales 
offices nationwide, we visit customers and talk them 
through our solutions face to face. We also provide a 
wide range of support in our role as a personal 
consultant, in areas such as utilizing systems to 
improve management.

We provide users installing systems with maintenance 
services for their applications and equipment.
We operate a customer help desk (call center) and 
assign specialist staff nationwide, so that we can also 
respond to network or equipment issues immediately.

We talk to customers on their own turf, so that we can 
identify everyday issues and problem areas, and 
explore new services from various different angles to 
accelerate business growth.

We develop core business applications in-house, 
offering a versatile range of capabilities such as
customer management in line with industry-specific 
work flows, inventory management, quotation
management and billing management.

開発・運用、販売・導入から、ユーザーのサポートに至るまで、
システム＆ITサービスをワンストップで提供します。
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自動車アフターマーケットを中心に、産業界の幅広い

お客さまに業務効率の改善・経営課題の解決に

向けたトータルシステムを提供しています。

We provide total systems designed to improve operating 
efficiency and resolve management issues facing 
customers across a wide range of industries, focusing 
particularly on the automotive aftermarket.

Having achieved a network of business systems across 
automotive parts dealers and maintenance shops, we are 
able to provide online systems for processing orders for 
automotive parts, as well as helping to breathe new life 
into the domestic market.

自動車部品商と整備工場間の業務システムをネット

ワーク化することで、国内市場の活性化につながる、

自動車部品の受発注業務の電子化・システム化を

実現しています。

We use our parts and vehicle database, built up over more 
than 30 years supplying businesses in the automotive 
aftermarket, to offer convenient online solutions.

自動車アフターマーケット事業者向けに提供してきた

30年以上の部品・車両データベース情報を活用し、

利便性の高いWEBソリューションとして展開しています。

We do business hand in hand with local partners,  
underpinned by the IT platform technologies we have 
established in Japan as part of our system development 
and parts distribution network.

日本で培ったシステム開発・部品流通ネットワークの

ITプラットフォーム構築技術をいかし、現地パート

ナーと共に事業を推進しています。

業務システム
Business systems

部品流通ネットワーク
Parts distribution network

WEB サービス /アプリケーション
Online services/ applications

グローバルビジネス
Global business
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