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１．経営理念         

テクノエキスプレス株式会社 

― developing a ”SITE” technologies ― 

「現場技術、サイト・テクノロジーを開発する――」 
私たち［Technoxpress］は、 

社会システムの技術サービスを通して 

得たノウハウを応用し 

”人”と”システム”の間で 

幸せを感じる 

現場技術(サイト・テクノロジー)を開発し社会に貢献する。 

 

ヒトエキスプレス株式会社 

―”IMAGINATION” is Our energy― 

人のイマジネーションがエネルギー 

With Imagination 

私達「HitoＸｐｒｅｓｓ」は、 

「人」のイマジネーションをエネルギーとして 

より良い社会を創ります。 

 

２．業務内容 

・三重県工業研究所と燃料電池の共同研究 

・Blue Planet 委員会による燃料電池の普及活動 
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テクノエキスプレス株式会社 

 

FC-DOGter！？  http://www.xpress.co.jp/fc-dogter_info.html 

燃料電池のお医者さん！ 

燃料電池の点検、修理、保守サービスを行っています。 

 

保守技術サービス・メンテナンス   http://www.xpress.co.jp/hosyu.html 

駅務機器システム・交通信号システム・金融システム・流通システム等の社会システム機器の保守技術サー

ビス・メンテナンス、及び工事や設置を行なっています。  

  

学校教材・教育関連商品販売の専門店スクールエキスプレス.com  

http://www.school-xpress.com/ 

学校教材の専門店として理科の実験・工作キット、美術の画材・工作セット、燃料電池、太陽電池を中心に

20,000 点以上ネット販売しています。

 

 

 

 

燃料電池  http://www.xpress.co.jp/fuelcell.html 

クリーンエネルギーシステムの研究、開発、販売を行っています。 

燃料電池 AC 電源システム「FC-エンジン」を開発中です。 

（燃料電池発電機 XPRESS-3 AC100V 300W の実用テスト中） 

 
 
太陽電池  http://www.xpress.co.jp/solarcell.html 

クリーンエネルギーシステムの研究、開発、販売を行っています。 

 業務ソフト  http://www.xpress.co.jp/gyoumusoft.html 

駅務業務、交通業務、金融業務、流通業務などの業務ソフト、 その他、農業業務、林業業務、水産業務ソ

フト等の分野の業務ソフトの構築を行っています。  

 

 
 
特 許  http://www.xpress.co.jp/gijyutu-joho.html 

当社の技術紹介です。 

 

 

ヒトエキスプレス株式会社 

 

 

 

燃料電池・太陽電池販売  http://www.hitoxpress.co.jp/blue-planet/ 

Blue Planet -ブループラネット- 

新技術を青空に―― 

「自然エネルギー」で電気を作る、燃料電池製品や太陽電池製品などの環境製品や

理科教材を販売しております。 

 

 

 

業務ソフト開発・販売  http://www.senjukannon.com/ 

senjukannon.com -業務ソフト 千手観音.com- 

保守・修理サービスの現場でサービスマンが構築した業務ソフトです。  

現場から得られたノウハウを Web 上で一元管理する業務ソフトを開発し経営効率を向

上させ保守・修理サービス業務のアフターコストの削減に貢献しています。 
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３．提携会社  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近い将来・・・ 

自動車はこの形になります・・・！？ 

      「水素ステーション」  

 

 
 
 

 
 
 
 

 岩谷瓦斯株式会社製、燃料電池発電車両の搭載システムの紹介 

 １．岩谷瓦斯株式会社様 燃料電池発電機搭載車両 写真集  

 

  

 

 

詳しく見る     

 

  

  〔発電の仕組みをビジュアルで見る〕 

提供：リライオン社様  

 

太陽電池で水を電気分解・・・！ 

発生したＨ２ガスを「水素ステーション」に蓄積・・・！ 

Ｈ２ガスを直接給油！？・・・"給ガス"  
[FCJJ-18] 

Ｈ-レーサー 

Horizon Fuel Cell Technologies Pte. Ltd. 

 

 
Horizon 上海工場にて 

 

http://horizonfuelcell.com/ 

 

■Global Headquarters 

  •Advanced R&D labs 

  •Aerospace & Defense  Horizon Fuel Cell Technologies Pte. Ltd. 

                      No. 237 Pandan Loop 

                      #08-03 Westech Building 

                      Singapore 128424 

                             Tel: (65) 6872 9588 

                             Fax:(65) 6873 5725 

 

■Consumer & Industrial    HFC Technologies (Shanghai) CO., LTD. 

                      Block 19, No.2 Suide Rd. 

                      200331, Shanghai, P.R. China 

                             Tel: (+86) 21 5270 9082   

                             Fax: (+86) 21 5270 5064 
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４．業務内容（詳細） 

１．業務ソフト開発  駅務業務、交通業務、金融業務、流通業務などの業務ソフト構築 
  その他、農業業務、林業業務、水産業務ソフト等の分野の業務ソフト構築 

  業務ソフト 【千手観音.com】 http://www.senjukannon.com/ 
 
２．インターネットを利用した機器監視システム、アプリケーションソフトウエアの開発/販売 

   (燃料電池モニタリングシステム FC-Xpress の実用テスト中) 
 

３．燃料電池 AC 電源システム「FC-エンジン」を開発 

（プロトタイプ Xpress-1 AC100V 300W 完成。 Xpress-3 の実用テスト中） 

教育用燃料電池、燃料電池システム、燃料電池スタック部材、燃料電池関連製品の販売 

 

燃料電池発電システム 

 

詳しくは

http://www.hitoxpress.co.jp/blue-planet/pdf/fc-engine_xpress-

1_catalog.pdf 

 

〔ＦＣエンジン Xpress-１〕  〔ＦＣエンジン Xpress-3〕 

 

４．美術教材、理科教材のオンライン販売 
 

５．雑貨品、手作り用品、手作りキットのオンライン販売 

５．保守サービス・メンテナンス 

この業務は、保守を必要とする工業製品のほとんどが業務対象です。 

例えば、社会システム機器・家電製品・精密機器・測定器・通信機器・・等です。 

弊社の実績としては、下記のようなものが有ります。 

 

社会システムメンテナンス 

１．鉄道会社の自動改札機、券売機、定期券発行機、座席指定発券機・・等の駅務機器  

２．一般道路・高速道路のＥＴＣ、信号機、表示器、速度検知機・・などの交通機器  

３．キャッシュレジスター、クレジットカード照合機・・などの流通機器 

４．銀行のＡＴＭ、両替機・・などの金融機器  

５．血圧計、電子体温計、吸入器、補聴器、低周波治療器・・などの健康機器  

６．社会システムのシステム検査・・などの品質管理 

７．Linux サーバー構築メンテナンス 

 

６．燃料電池・太陽電池販売 

新技術を青空に――― 

「自然エネルギー」で電気を作る、 

燃料電池製品や太陽電池製品などの環境製品や理科教材を販売しております。 

教育用燃料電池キット、12w～5kwPEM 型燃料電池スタック、 

燃料電池システムの販売・開発を行っております。 

 

Blue Planet -ブループラネット- 

“新技術を青空に―――”を 

基本理念として編成されたウェブサイトです。 

“Bule Planet”《青い地球》を守るための 

ECO 関連製品の専門サイトとして日々進化しております。 

燃料電池、太陽電池等の ECO 関連製品を世界から集め安価での普及に努めます。 

特に学校・教育関係者様には「学納価」をご用意しております。  



 6

詳しくは・・・・ 

 http://www.senjukannon.com/ へアクセスして下さい。 

携帯電話から････ 

http://www.senjukannon.com/m/ 

７．業務ソフト開発・販売 

senjukannon.com -業務ソフト 千手観音.com- 

保守・修理サービスの現場でサービスマンが構築した業務ソフトです。  

現場から得られたノウハウを Web 上で一元管理する業務ソフトを開発し 

経営効率を向上させ保守・修理サービス業務のアフターコストの削減に 

貢献しています。 

また、保守・修理サービス業務ソフトに関するポータルサイトとして 

保守・修理サービス EIP を目指して進化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．特 許 

 

 
 

 
 
１．修理業務一元管理プログラム及び修理業務一元管理システム  

(平成 23 年 2 月 25 日 特許登録されました。 特許第 4691354 号) 

 
２．技術サービス用ネットワークシステム及び保守方法 （特開 2000-057226） 

 

３．まばたき光センサー （特開 2002-325344、特開平 08-288528） 

 

４．自転車用接近報知器 （特開 2001-322582、特開 2005-263044） 

 

５．伝達通知プログラム、及びそれを用いた保守サービスマン支援システム （特開 2008-257653） 

 

６．時間、エンジン回転数及び速度を光で表示するヘルメット 

（平成 3 年実用新案登録願 114411 号、実登 2526775、実開平 07-044208） 

 

７．自動清掃機能付き搬送装置 （特許 3606847） 

 

８．伝達通知プログラム、及びそれを用いた品質改善システム （特開 2008-152484） 

  (平成 24 年 1 月 13 日 特許登録されました。 特許第 4902335 号) 

 

９．発光標識装置 （特開 2005-352298） 

 

 

各特許の詳しい内容につきましては、下記 URL で検索できます。 

文献番号(特許番号)を入力して下さい。 

http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjbansaku.ipdl?N0000=110 

特許庁のトップページはこちら→http://www.jpo.go.jp/indexj.htm 

業務ソフト【千手観音.com】の特徴 

１．【千手観音.com】と対話しながら問題解決ができる！ 

２．特別な入力担当者が不要！ 

３．現場の技術情報を【虎の巻】として蓄積！ 

４．時間の経過ともに成長する！ 【自己成長型システム】 

５．現場が喜ぶ、携帯電話からも検索ができる！ 

６．勤怠管理に必要な勤務状況の登録/確認ができる！ 

７．様々な分野に応用できる！ 

技術紹介 （特許出願済み） 
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９．会社概要 

社名  テクノエキスプレス株式会社 

本社所在地    〒456-0012 名古屋市熱田区沢上1-3-14 金山ニューシティB-1305 

FAX:052-888-2021 
※現在リモートワーク中のためFAXのみの受付となっております。ご了承ください。 

創立    1990 年10 月10 日 

設立    1990 年 8 月 8 日 

役員    代表取締役社⾧ 南出 英男 

取締役 南出 竜司 

監査役 川原 正五郎 

役員 南出 官助 

コミュニケーション担当犬 (犬種：コーギーカーディガン♂） 

資本金   1,275 万円 

主要取引先   １．一般顧客 

２．学校関係（教育機関） 

３．科学館 

４．各企業およびその研究所 

５．官公庁 

所属団体 名古屋商工会議所 

愛知県水素エネルギー産業協議会 

チャレンジ２５ 

Web サイト https://www.xpress.co.jp/ 

お問い合せ info★xpress.co.jp 

★印→@に書き換えてお問い合せ下さい。 

 

社名  ヒトエキスプレス株式会社 

本社所在地    〒456-0012 名古屋市熱田区沢上1-3-14 金山ニューシティB-1305 

FAX:052-888-2021 
※現在リモートワーク中のためFAXのみの受付となっております。ご了承ください。 

設立    2000 年 11 月 28 日 

役員    代表取締役社⾧ 南出 英男 

取締役 加藤 雄己 

役員 南出 官助 

コミュニケーション担当犬 (犬種：コーギーカーディガン♂） 

資本金    1,000 万円 

主要取引先      １．一般顧客 

２．学校関係（教育機関） 

３．科学館 

４．各企業およびその研究所 

５．官公庁 

所属団体      日本省エネカー研究会 

愛知県水素エネルギー産業協議会 

チャレンジ２５ 

Web サイト https://www.hitoxpress.co.jp/ 

http://www.senjukannon.com/ （業務ソフト 【千手観音.com】特設サイト） 

お問い合せ info★hitoxpress.co.jp 

★印→@に書き換えてお問い合せ下さい。 


