
315DD_ 5th

株式会社ファーストパーソン
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FPi 精華キャンバス
〒619-0237
京都府相楽郡精華町光台 1-7
けいはんなプラザラボ棟 4F

本社
〒553-0001
⼤阪市福島区海⽼江 8 丁⽬ 232
グランデフィオーレ 6F

社名 株式会社ファーストパーソン
         ( 英語表記︓First Person,Inc.)

代表者 ⽶村直樹

設 ⽴ 2017 年 1 ⽉ 27 ⽇

1,000 万円資本⾦

所在地
本社
〒553-0001 ⼤阪市福島区海⽼江８丁⽬２３２
        グランデフィオーレ 6F
TEL 06-6147-2859 / FAX 06-6147-2904

FPi 精華キャンパス
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台１７
        けいはんなプラザラボ棟 4F
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奈良先端科学技術⼤学院⼤学と Interop Tokyo 2022 にて「FPi Telework System」を出展
⼤阪⼯業⼤学及び奈良先端科学技術⼤学院⼤学と 「無⼈航空機の訓練に関する研究」に関する共同研究契約を継続
奈良先端科学技術⼤学院⼤学と 「発災直後の通信確保に関する研究」に関する共同研究契約を継続

「無⼈航空機操縦者育成に係る産官学連携の協⼒推進に関する協定書」を、⾼知市消防局、奈良先端科学技術⼤学院
⼤学、⼤阪⼯業⼤学とともに締結
ミズノ株式会社と協業し、 ミズノスポーツプラザ舞洲・屋内コートにて「MIZUNO ドローンスクール by FPi」を
開校。学科コンテンツ（ｅラーニング）提供及び実技講師を派遣
⼤阪⼯業⼤学及び奈良先端科学技術⼤学院⼤学と 「無⼈航空機の訓練に関する研究」に関する共同研究契約を継続
奈良先端科学技術⼤学院⼤学と 「発災直後の通信確保に関する研究」に関する共同研究契約を継続
精華キャンパスを⽀店登録
⼤阪⼯業⼤学及び奈良先端科学技術⼤学院⼤学と 「無⼈航空機の訓練に関する研究」に関する共同研究契約を締結
ドローンオペレータースクール開校
資本⾦を 1,000 万円に増資
テレワークシステム「FPi Telework System」を発売
グループ情報、アカウント情報の管理を委譲を実現する FPiLM を開発
奈良先端科学技術⼤学院⼤学と「無⼈航空機の訓練に関する研究」に関する共同研究契約を締結
統合電源管理システム「FPi PDU Manager (FPiPM)」をリリース
クラウド管理システム「FPi Tenant Scoping (FPiTS)」をリリース 
奈良先端科学技術⼤学院⼤学と 「発災直後の通信確保に関する研究」に関する共同研究契約を締結
京都府けいはんなベンチャーセンター「インキュベート・ルーム」に FPi 精華キャンパスを開設
株式会社ファーストパーソンとして 創業

会社情報・沿革
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Company InformationCompany Information
2021-20222021-2022

進化するFPi
2017年1月27日に産声を上げたファーストパーソンも、まだまだスタートの、小さな節目ではございますが、
創立から5年、みなさまのお力添えをいただき、ビジネスに置いても、社会貢献に置いても様々な形で取り
組むことができました。

産学連携の共同研究で、DMATの訓練に参加し、災害時の通信環境確保と、産官学連携では「産官学連携の
協力推進に関する協定」を、高知市消防局様、大阪工業大学様および奈良先端科学技術大学院大学様と締結
することができました。

またコロナ禍におけるテレワークを余儀なくされた企業の方に、低コストで安全な在宅勤務環境を提供する
製品も早期にリリースし、これらすべての活動がコーポレートスローガンでもある「衣食礼節」に基づくもの
であり、弊社の在り方そのものです。

これからも初心を忘れず、おもろいことはファーストパーソンと！と思っていただけ、皆様とともに発展できる
よう真 に取り組んで参ります。



お困りのこと・ご負担になっていること、既存製品では実現困難なこと、効率化したいこと・最適化したいことなど、
お客様よりヒアリングした内容を元に、製品調査、市場調査および開発可能性の検討を⾏い、仕様案、仕様書、システム構成、
解決策をビジョンを⾒据えてご提案致します。

ソフトウェア、システム導⼊後の、教育、運⽤、保守に⾄るまでトータルにサポート致します。ベンダーヘの保守問い合わせ代⾏やパーツ
交換代⾏も対応し、お客様の負荷を軽減します。

システム保守／サーバセキュリティ監視／障害対応パーツ交換代⾏／ベンダーサポート問い合わせ代⾏／メーカー保守終了後の延⻑保守/
導⼊時講習会/脆弱性対応

システム運用保守

コンサルティング

ドローン事業部

産官学連携プロジェクトから派⽣したドローンオペレータースクールの運営、学科（ｅラーニング）コンテンツ提供、実技講師派遣など
ドローンに関わる事業を今後も展開していきます。
⾼知市消防局、奈良先端科学技術⼤学院⼤学、⼤阪⼯業⼤学とともに、消防防災⼒の向上に資するため，無⼈航空機操縦者育成に係る
産官学連携の協⼒推進に関する協定を、2021年10⽉に提携しました。

提 携 校本 校【 学科（ｅラーニング）・実技共 】

【 学科（ｅラーニング）・実技共 】

枚⽅校⼤阪南校

主要取引先

⼤学・教育機関
 国⽴⼤学法⼈奈良先端科学技術⼤学院⼤学
 国⽴⼤学法⼈⼤阪⼤学
   国⽴⼤学法⼈神⼾⼤学
 公⽴⼤学法⼈富⼭県⽴⼤学

法⼈
 ⼀般社団法⼈⽇本溶接協会
 NPO法⼈TEN・アスリード

※敬称略・順不同

⺠間企業
 株式会社ソシオネクスト
 富⼠通株式会社
 ソレキア株式会社
 ⽇本オラクル株式会社
 デル・テクノロジーズ株式会社
 株式会社⼤塚商会
 ダイワボウ情報システム株式会社
 デジタルテクノロジー株式会社
 ネットワンシステムズ株式会社
 株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン
   フォーティーネットジャパン株式会社

サイオステクノロジー株式会社
ミズノ株式会社
Infiniware株式会社
株式会社エフコム
カゴヤ・ジャパン株式会社
平野通信機材株式会社
株式会社アズム
Future Facilities株式会社
株式会社ディアイティ
株式会社アイロバ
⾶天ジャパン株式会社 

株式会社デジマニ
テックマート株式会社
アジア株式会社株式会社エヌ・トライブ
有限会社咲楽屋
株式会社アットフィード
W3G合同会社
株式会社セカンドコンセプト
アールティ・マネジメント
原⽥商店
合同会社スペーシャル・アーキテクツ

⼤学・教育機関
国⽴⼤学法⼈奈良先端科学技術⼤学院⼤学

 国⽴⼤学法⼈⼤阪⼤学
 国⽴⼤学法⼈名古屋⼯業⼤学
 国⽴⼤学法⼈神⼾⼤学
 国⽴⼤学法⼈京都⼤学
 公⽴⼤学法⼈富⼭県⽴⼤学
 学校法⼈京都産業⼤学
 同志社⼤学

主要納入先

法⼈   
 ⼀般社団法⼈⽇本溶接協会

⺠間企業
株式会社ソシオネクスト

 ミズノ株式会社

※敬称略・順不同

OS︓Solaris / Windows Server OS / Windows OS / Linux （RHEL, Oracle Linux, CentOS, Ubuntu）
開発⾔語︓Java (Applet, Servlet, JSP）/ Python, Perl, PHP / C, C++（.NET, UNIX C）/ Shell / Basic (VB.NET , VBA)、
  ⽂書作成ソフトウェア・マクロ開発 Excel, Word, PowerPoint, Access VBA
データベース開発︓Oracle Database / PostgreSQL / MySQL / SQL Server
ブラウザ環境 (Webシステム)︓Internet Explorer / Firefox / Safari / Chrome / Edge

お客様の構想を実現するためのソフトウェア開発をいたします。最新技術を積極的に取り⼊れ、OSから通信インタフェース、ネットワークの
管理運⽤といったミドルウェア、さらにはアプリケーションにいたるまでセキュリティ⾯・開発コスト削減を考慮して幅広く開発に取り組みます。
ご提供できる開発環境は以下の通りで、ご要望に応じて対応環境を拡⼤します。

ソフトウェア開発

ハードウェアから、Windows / Linux /UNIX、シンクライアント、ミドルウェア、アプリケーションまで、 各種の製品、オープンソース、
開発を組み合わせた最適なシステムを提供致します。豊富なシステム構築実績で培った経験、技術⼒で、⼩規模システムから⼤規模システム、
最新の技術を取り⼊れたシステムまで多様なシステム構成に対応致します。

システム構築︓データベースシステム / 仮想化サーバシステム(ESXi, Hyper-V, KVM) / クラウドシステム(Microsoft Azure / 
       Oracle Cloud Infrastructure, Google Cloud) / ビッグデータシステム / 計算サーバシステム / ストレージシステム / 
       セキュリティシステム / 認証システム / SSO システム / メールサーバシステム / ネットワークシステム / 
       ID管理システム（EXGEN社LDAP Manager) / PRIMEHPC FX700 / Stratus everRun / XRDP / Nextclould / 
       Apache Guacamole / Ansible

OS 構築︓Solaris / Windows / Linux（RHEL, Oracle Linux, CentOS, Ubuntu）

クライアント構築︓Windows クライアント / シンクライアントシステム

システム構築

FPi Account Relay (FPiAR) LDAPオプション

LDAPのデータ編集が管理者の負担になっていないでしょうか︖
わかりやすいウェブインタフェースで、管理者ではない⼀般ユーザが
グループの管理等のLDAPのデータを編集・管理できます。

FPi Account Relay (FPiAR)
アカウント管理の⼊⼒データのチェックおよび変換に⼿間がかかって
いませんか︖複数のデータソースから収集されるユーザアカウント
情報を、事前定義したルールに従って、統⼀フォーマットに⾃動変換。
管理運⽤業務の効率化、省⼒化を実現します。

FPi Secure Client (FPiSC)
PCの管理負荷、シンクラの⾃由度の低さにお困りではありませんか︖
導⼊コストを抑え、セキュリティに優れ、柔軟な
カスタマイズに対応しています。

FPi PDU Manager (FPiPM)
省電⼒化や節電対策、電⼒の可視化ができる電⼒監視環境を整え
られていますか︖
電源のオン・オフを制御できるスマートな電源タップであるPDU
(Power Distribution Unit)をブラウザから遠隔制御し、省電⼒化を
実現します。

ラズパイも
OK!

FPi Telework System (FPiTS)
いつでもどこでも社内・学内と同じ環境で仕事ができるセキュア
かつ低コストで構築できるテレワークシステム。さらに柔軟な
カスタマイズ対応もでき、web会議対応、マルチモニタ対応の
実績があります︕

製品・ソリューション

FPi Cloud Account Manager (FPiCAM)
クラウド連携のアカウント管理、セキュリティの確保が課題になって
いませんか︖ユーザ⾃⾝によるアカウントの作成、削除を実現し、
別のパスワードを設定可能でセキュリティを確保し、管理者の
運⽤⼯数を削減します。

・コンピュータソフトウェア・ハードウェアに関する企画、開発販売、輸出⼊、保守及びコンサルティング
  情報処理サービス並びに情報提供サービス

・ドローン事業

主要業務
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