株式会社ヒューリンクス 会社概要
HULINKS は、人と人の絆＜きずな＞(Human Links) を意味しています。
技術革新が繰り返される IT の世界。ともすればその動きの激しさに人間の方が飲み込まれてしまうように感じることがあるかもし
れません。しかし、コンピュータを使うのはあくまで人間、主体は人間なのです。使う側の人間にとって真に価値ある製品、サービス、
ソリューションを提供することによって、人と人の繋がりを深め輪を広げ、人間が本当に人間らしく生きられる世界の実現への一助
を担いたいと私達は願っています。

キーワードは知的創造性の支援、快適性／生産性の向上
変化の激しい世界にあっても、創業以来ヒューリンクスの理念は変わりません。人間のすばらしさは思考し、創造できること、そし
て新たな明日を切り拓いて行けること。人間の持つこの優れた能力 -- 知的創造性 -- を支援する製品、また、働く人、使う者により
快適な環境を提供すると共に生産性を向上させる、そんな選りすぐりのソリューションを提供する事により私達は社会に貢献したい
と考えています。

社 名

資本金

株式会社ヒューリンクス

9,500 万円
( 株式会社アルゴグラフィックス 100％子会社 )

( HULINKS, Inc. )

代表取締役会長 兼 社長
所在地

【科学技術系ソフトウェア】
パッケージの販売・サポート
パッケージをベースとしたシステムインテグレーション
ソフトウェアの受託開発

事業概要

藤澤 義麿
〒103-0015

東京都中央区日本橋箱崎町 5 -14
電話番号

03-5642-8380 ( 代表 )

FAX

03-5642-8381 ( 代表 )

URL

http://www.hulinks.co.jp/

HULINKS 取扱製品
質的データ解析
統計解析

【XML ソフトウェア／システム構築】
文書管理支援ソフトウェア開発
各種システムの XML をベースとしたインテグレーション

（ 2016 年 4 月現在 ）

バイオ／ライフサイエンス ChemBio Series (PerkinElmer) ／ CLiDE

NVivo (QSR International)

SYSTAT (Systat Software) ／ Design-Expert (Stat-Ease)

データマイニング

【ファイル共有ソフトウェア】
パッケージの販売・サポート
パッケージをベースとしたシステムインテグレーション

CART (Salford Systems) ／

(Keymodule) ／ CodonCode Aligner (CodonCode) ／ HyperProtein
(Hypercube) ／ Gene Construction Kit (Textco BioSoftware) ／
Gene Inspector (Textco BioSoftware) ／ QuantiScan(Biosoft) ／

MARS (Salford Systems) ／ RandomForests (Salford Systems) ／

CalcuSyn(Biosoft) ／ StarDrop (Optibrium)

TreeNet (Salford Systems)
データ解析

IGOR Pro (WaveMetrics) ／ PeakFit (Systat Software)

／ TableCurve 2D (Systat Software) ／ TableCurve 3D (Systat
Software) ／ Flex Pro (Weisang)
グラフ作成

Tecplot 360 (Tecplot) ／ Tecplot Focus (Tecplot) ／

Tecplot Chorus (Tecplot) ／ FlexPDE (PDE Solutions) ／

CrystalMaker (CrystalMaker Software) ／ CrystalDiffract

／ SHAPE (Shape Software) ／ ATOMS (Shape Software) ／
MacTempasX (Total Resolution) ／ CrystalKitX (Total Resolution)
／ TFCalc (SoftwareSpectra)
地球科学

RockWorks (RockWare) ／ LogPlot (RockWare) ／

The Geochemist's Workbench (Aqueous Solutions) ／ Surfer

Voxler (Golden software)
数式処理

晶

(CrystalMaker Software) ／ SingleCrystal (CrystalMaker Software)
VIBRATZ (Shape Software) ／ Crystal Studio (CrystalSoft) ／

KaleidaGraph (Synergy Software) ／ Grapher (Golden

software) ／ UnGraph (Biosoft) ／ SigmaPlot (Systat Software)
可視化

結

(Golden software) ／ Didger (Golden software) ／ Strater (Golden

Mathematica (Wolfram Research) ／ gridMathematica

software) ／ SVOffice シリーズ (SoilVision Systems)

(Wolfram Research) ／ webMathematica (Wolfram Research) ／

開発環境／ライブラリ

SystemModeler (Wolfram Research) ／ Geometry Expressions

LEDA (Algorithmic Solutions Software) ／ yFiles (yWorks)

(Saltire Software)

ファイル管理

Absoft Pro Fortran (Absoft Corporation) ／

Cumulus (Canto) ／ HELIOS (HELIOS Software) ／

画像処理

SigmaScan (Systat Software)

Storage Made Easy (Vehera)

計算化学

Gaussian (Gaussian) ／ GaussView (Gaussian) ／

品質管理

IQ-RM / IQ-FMEA (APIS)

Linda for Gaussian(Linda for Gaussian) ／ HyperChem(Hypercube) ／
Q-Chem (Q-Chem)

文書作成支援・管理

新旧文書 Word 版 /Excel 版 /PowerPoint 版

( 弊社独自製品 ) ／ XML コンバーター・シリーズ ( 弊社独自製品 ) ／
文織 ( 弊社独自製品 ) ／ DITA CMS (IXIASOFT)
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海外主要取引先
Absoft 代理店

IXIASOFT 代理店

Synergy Software 総代理店

APIS 総代理店

Optibrium 総代理店

Systat Software 総代理店

Aqueous Solutions 代理店

PDE Solutions 代理店

Tecplot 代理店

Biosoft 代理店

PerkinElmer 代理店

Textco 代理店

Canto 代理店

Q-Chem 代理店

Total Resolution 代理店

CrystalMaker 代理店

QSR International 代理店

WaveMetrics 総代理店

Gaussian 代理店

RockWare 代理店

Weisang 総代理店

Golden Software 代理店

Salford Systems 代理店

Wolfram Research 認定代理店

HELIOS Software 代理店

ShapeSoftware 代理店

Hypercube 代理店

Software Spectra 代理店

国内主要取引先（50音順）
株式会社アルゴグラフィックス

東芝ソリューション株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

日本電気株式会社

SCSK 株式会社

日本電子計算株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

東日本 / 西日本電信電話株式会社

シネックスインフォテック株式会社

日立システムズ株式会社

新日鉄ソリューションズ株式会社

株式会社日立ハイテクノロジーズ

ソフトバンク コマース＆サービス株式会社

富士ゼロックス株式会社

大日本印刷株式会社

株式会社富士通エフサス

ダイワボウ情報システム株式会社

株式会社富士通マーケティング

東芝情報システム株式会社

富士電機ＩＴソリューション株式会社

主要顧客
主な企業・行政機関（50 音順）
旭化成株式会社

産業技術総合研究所

株式会社東芝

日立化成工業株式会社

味の素株式会社

塩野義製薬株式会社

凸版印刷株式会社

株式会社日立製作所

宇宙航空研究開発機構（JAXA）

株式会社島津製作所

トヨタ自動車株式会社

富士ゼロックス株式会社

MSD 株式会社

シャープ株式会社

日産自動車株式会社

富士通株式会社

沖電気工業株式会社

ソニー株式会社

日本 IBM 株式会社

本田技研工業株式会社

花王株式会社

第一三共株式会社

日本原子力研究開発機構（JAEA）

三菱重工業株式会社

海上技術安全研究所（NMRI）

大日本印刷株式会社

日本電気株式会社

三菱電機株式会社

科学技術振興機構

田辺三菱製薬株式会社

日本電信電話株式会社

理化学研究所

キヤノン株式会社

統計数理研究所

パナソニック株式会社

株式会社リコー

主な教育機関
北海道大学

東海大学

横浜国立大学

関西大学

奈良先端科学技術大学院大学

東北大学

東京大学

千葉大学

近畿大学

北陸先端科学技術大学院大学

筑波大学

東京工業大学

山梨学院大学

京都大学

総合研究大学院大学

青山学院大学

東京理科大学

名古屋大学

同志社大学

慶應義塾大学

日本大学

金沢大学

立命館大学

上智大学

明治大学

大阪大学

九州大学

中央大学

早稲田大学

関西学院大学

琉球大学

その他国公私立大学多数
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