目的に応じたソリューションと
サービスを提供する
テクノロジー ディストリビュータ

株式会社アスク

会社案内

フルサービス・ディストリビュータ・カンパニー
我々は、「チャネル、ソリューション & コンポーネント、コンサルティング & サポート、
メディア＆エンタープライズ」を事業領域としています。

企業ビジョン

快適な環境を提供し人を豊かにする世界一の会社を目指す
行動規範

ASK ビジネスキーワード
Upgrade
Enhancement
Connectibility
Compatibility
Localization
Unique

・常に積極果敢で、物腰の柔らかい振る舞いを実践する
・きめ細かい技術支援とコンサルティングをおこなう
・シェア0パーセントからの挑戦をつづける
・国内すべての地域住民へ貢献する
・いつでもどこでもご質問にお応えする
・お客さまの業務上の問題解決を図る
・強力なチームワークを構築し常に強化していく
・常にお客さまの立場で考える

ブランディングポリシー

システムやパーツのアップグレード
拡張ソリューションの提案
多様な接続形態に対応
高い親和性と互換性の保証
ハイレベルな日本語化サービス
他社にない独自のご提案

Value-Added フルサービス・ディストリビュータ
すべてのお客さまへ最適な付加価値とサービスを合わせて製品供給を
いたします。日本国内のお客さまの細かなニーズに対応するために、日
本向け独自製品の企画立案も行い、その経験とノウハウをお客さまへの
製品提供後のカスタマーサポートの質の向上に生かしております。

１、新規ベンダーのブランド確立
２、新規市場の開拓
３、相乗効果を高め新しいトレンドとソリューションを開発
4、顧客からのロイヤリティの獲得
5、競合他社との差別化
6、
ブランドアイディンティの明確化

ワールドワイドの最先端のテクノロジーを基に開発を進め急成長してい
るベンダーの製品をコアバリューとし、常に日本のお客様の立場で最適
なソリューションを提供していくために、日々さまざまなお客様とインタ
ラクティブなコミュニケーションを最先端の手法で強化しつづける努力
をしております。

時代の変化に対応した、強い組織づくり
柔軟な体制と組織強化により、一丸となって実行に取り組む組織作りを目指しています。

管理本部
財務経理部
財務グループ

取締役会

情報システム部
システム管理グループ
システム開発グループ

経理グループ
業務部

代表取締役会

調達管理グループ
総務部
人事グループ

販売支援部
事業推進部
広報・制作グループ
e コマース運営グループ
営業企画グループ

商品管理本部
商品管理部
商品センターグループ
物流センターグループ

技術部
カスタマーサポートグループ
テクニカルグループ

システム開発グループ

コンシューマ事業本部
コンシューマチャネル営業部

ダイレクトセールスグループ

第一営業グループ ( 家電量販営業）

パートナーセールスグループ

第二営業グループ ( 専門店営業）

大阪営業グループ
インダストリー営業部
エッジ AI ソリューショングループ
システムソリューショングループ

コマース MD 部
アカウントマネジメントグループ
オペレーショングループ
ベンダーリレーショングループ
プロダクトマネジメント部

エンベデッドグループ

経営管理部

ソフトウェア・ソリューション部

連結管理グループ

コンテンツグループ

監査法務グループ

ビジネスディベロップメントグループ
FAE 部

業務工程管理グループ
システム管理グループ

エンタープライズ営業部

サーバービジネスソリューショングループ

総務グループ

経営企画室

法人事業本部

大阪営業所

FAE グループ（SSE グループ）
プロダクトマネジメント部

メディア & エンタープライズ事業本部
メディア & エンタープライズ事業部
プロダクトマネジメントグループ
アカウントセールスグループ
セールスエンジニアリンググループ
カスタマーサポートグループ
テクニカルグループ

販売体制

コンシューマ事業本部
The Value of No.1 Supplier
私たちはどこよりも優れた価値をご提供します。
世界には我々の知らない魅力的で優れた製品が数多くあります。
私たちはどこよりも早く、その埋もれた価値を発掘し皆様へお届けしてまいります。
秋葉原をはじめとするパソコン専門店や広域家電量販店や、Amazon.com等の通信販売会社を通じて個人のお客様へ様々な製品をお届けいたします。一部製品はホームセ
ンターや百貨店、その他専門販売店などでもご購入いただける製品も取り扱っています。当社取り扱い販売店舗様への販売支援により、お取引先様の営業活動の後援も対応
いたします。また当社取り扱い製品に関しては、日本語での電話、
メールによるサポート対応はもちろん、修理受付窓口もご用意しております。

法人事業本部
コンポーネントから、PC、ワークステーション、サーバー、
そして、クラウドサービス。ソリューションご提案へ。
多様化する企業法人様や、システムインテグレーター様、官公庁様、学校法人様、製造業様の様々なニーズに合わせて、
当社取り扱い製品をご提案させていただきます。
当社が扱う幅広い取り扱い製品・ソリューションによりお客様が持つ課題解決をワンストップでご提案いたします。特に創業から長年一貫して取り扱いをしている当社のグラフ
ィックス製品を中心とした様々なIT機器に関するナレッジベースを活用し、お客様に最適な製品・ソリューションをご提案することで数多くの信頼を勝ち取っており、幅広い対象
事業へのアプローチ、製品提供を実現しています。
また、GPU、組込みPC、
ボードコンピューター、高性能サーバーのノウハウを基とし、監視ソリューション、デジタルサイネージ、
アミューズメント、産業用途システム向けソリュ
ーション等多数を手掛けております。一つの独立した部門として、品質検査部門をもっており、製造メーカーと共に品質向上に貢献ができるサービスもご提案致します。
様々なIT製品を求める各対象市場の法人顧客への営業経験と、当社が扱う幅広い製品・ソリューションは、お客様に対して最適で迅速な提案・営業活動を可能としています。

メディア & エンタープライズ事業本部
放送や映像制作の現場に最高の品質性能と優れた
コストパフォーマンスを提供
映像関連市場向けの商材を中心に、国内のシステムインテグレーターと共同のマーケティングにより、多種多様なニー
ズに適したソリューションを国内のお客様へご提供しています。
需要が多様化している映像関連市場に於いて、
リーディングカンパニーになることが私たちの目標です。
常に
「お客様の立場で考えること」
を根本として、質の高いサービス、魅力的な製品を追い続け、お客様の現場でのシステム運用効率の向上に貢献すべく、
ソリューション開発に
取り組んでおります。幅広い製品を取り扱うメディア＆エンタープライズ事業部の各営業部では、映像撮影、収録機器からビデオアシスト、高速ストレージやメディア・アセット・
マネージメントまでニーズに合わせた製品、
ソリューションをご提供させていただきます。

国内および海外関連会社（Global ASK Group) のご紹介

ASKTECH
(Seoul)

American ADM
(Los Angeles)

ASK Taiwan
（Taipei)

Dorﬁeld International
(Hong Kong)

海外関連会社
香港
●Dorﬁeld International Ltd.
益田国際有限公司
韓国
●ASKTECH Co.,Ltd

HongKong Oﬃce:

Unit G2, 10/F, Block B, Universal Industrial Centre,
19-25 Shan Mei Street, Fotan, N.T., Hong Kong
TEL: (852)2687-6746 ／ FAX: (852)2687-6474
1F, Daedong Bldg, 154, Saechang-ro, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea
TEL: (+82)2-704-5650

海外拠点
アメリカ
●American ADM

2121 W. Carson st. Torrance, CA, 90501 U.S.A.
TEL: 310-381-0065

台湾
●ASK Taiwan

12F-1, No.16, Sec. 1, Heping E. Rd., Da'an Dist., Taipei City 106, Taiwan (R.O.C)
TEL: +886-2-2362-6806

関連会社

株式会社リーンフェイズ

業務用映像市場のあらゆるフェーズのお客様に快適なシステムをお届けし、永続的に支援をしてい
くことで、同市場のリーディングカンパニーを目指します。

●主な事業内容
業務用映像システムに関するサービス&サポート事業
デジタルメディア制作システムの提案、訴求、販売チャネル構築
統合マーケティング、ナレッジベースにおける支援活動

株式会社エムアイエム

エム・アイ・エムは、月額固定料金でインフラシステムの利用を可能にします。最新の製品、
ソリュ
ーションはすぐにでも使ってみたい。しかし、設備投資をすぐに行うのは難しく、
リスクも高い。
そんなことを考えている間に新たな製品、
ソリューションは次々に生まれてくる。経費で気軽に利
用できれば、いつでも最新の機材で新たな仕事に挑戦できるのに…。それを形にするのが、MIM
（エム・アイ・エム）
です。

●主な事業内容
映像配信システム
インフラの総合レンタルサービス

アスヒラク株式会社

●取り扱い製品
テクニカルサポート
（有償、無償） ／ 販売促進コンサルティング
デジタルメディア制作システムのコンサルティング&サポート
マーケティング活動支援 ／ 独自商品開発、販売
企業間アライアンス構築と促進支援
ACN認定会社
（Apple Consultants Network）

●取り扱い製品
ビデオ収録ビデオ配信 ／ 音響機器 ／ グラフィックボード
コンバータ ／ アップルプロダクツ ／ HDD/SSD

企業の成長戦略を支える、様々なソリューションを提供します。

●主な事業内容
自社製品をプロモーションしたい
自社スタジオ、自社チャンネルの開設・運用をしたい
自社製品企画から販売戦略の立案までを迅速に行いたい
Webinar・バーチャル展示会の開催をしたい
独自映像企画・プロデュース・制作までをワンストップでしたい
VR・AR・XRソリューションを使って、
業務における、
生産性と競争力をあげたい
新しいビジネスモデルの創造をしたい

●取り扱い製品
国内外の様々なハードウェア・ソフトウェア製品の販売と
サブスクリプション契約を行うことができます。

本一覧は主な取り扱い製品です。
これ以外の取り扱い製品もございます。お気軽にお問い合わせください。

アスク取り扱い製品

シンクライアント・仮想化

グラフィックスボード・画像ボード

長期供給
グラフィックボード

グラフィックスボード

ゲームデバイス

ゲーミングデバイス

ゲーミングチェア

グラフィックスボード
マザーボード

グラフィックスボード

アウトドア

PC ケース・電源ユニット・冷却関連

ソーラーパネル・
蓄電池

PC ケース / PSU /
CPU クーラー

インターフェースカード

HBA ＆ RAID
コントローラ

PC ケース / PSU /
CPU クーラー

グラフィックスカード

PC ケース / PSU /
CPU クーラー

PC ケース / PSU /
CPU クーラー

GPU 仮想化

シンクライアント

PC ケース / PSU /
CPU クーラー

PC ケース
CPU クーラー

ボード関連・CPU・ボードコンピューター・サーバー向け製品

HBA ＆ RAID
コントローラ

照明器具

コントローラー付き
LED 照明器具

グラフィックスボード

HBA ＆ RAID
コントローラ
360°カメラ

RAID カード

増設カード
グラフィックスアダプタ

ソフトウェア

ヘルスケア

HBA ＆ RAID
コントローラ

キャプチャ

パルスオキシメータ

法人・官公庁向けソリューション

コントローラー付き
LED 照明器具

360°カメラ

3D コラボレーション
ツール

レンダリング
ソフトウェア

テレビ会議室システム
書画カメラ

VR 用
小型ステレオカメラ

VR 機器用アクセサリ

VR 用
グローブ

グローブ型
VR デバイス

3D スキャナ

脳センシング
システム

VRヘッド
マウントディスプレイ

サーバーマザーボード

KVM スイッチ

組み込み向け
マザーボード

メモリ

HDD ケース

メモリ

プロジェクト管理ツール

VR デバイス

VIVE

ボード関連・CPU・ボードコンピューター・サーバー向け製品

サーバー用シャーシ

CPU

マザーボード

サーバー用シャーシ
サーバー・マザーボード

マザーボード

マザーボード

組み込み向け
マザーボード

ボードコンピュータ

ボードコンピュータ

組み込み向け
マザーボード

ボードコンピュータ

電源

メモリ・SSD・HDD

メモリ・SSD

RAID ケース /
リムーバブルケース

ストレージ /
フラッシュ

ストレージ・メモリ・コンピューター製品

エンクリプション・
ストレージ

ゲームキャプチャ
地デジチューナー

CMYK 0 100 100 0
RGB 235 20 50
Websafe #FF1428
Pantone 199C

NAS ストレージ

メモリ

Inﬁniband

ワークステーション

ワークステーション

ケーブル

ネットワーク

ケーブル

メモリ

レンダラー

PythonおよびR言語用
ディストリビューション

データベース

空間データ
プラットフォーム

ビデオアシストシステム
（ソフトウェア）

マルチチャンネルビデオ
収録ソリューション

プロ仕様の
収録ソリューション

映像制作ワークフロー
自動化ソリューション
トランスコードシステム
（ソフトウェア）

ワイヤレスタイムコード
同期システム

映像向け
ストレージ

スロー /
リプレイシステム

NDI 対応コンバーター /
PTZ カメラ

データ管理

ソフト・サービス

ワークステーション

ワークステーション

業務用映像向けソリューション

ゲーム開発エンジン
業務用映像向けソリューション

放送機器・4K カメラ

メディア・アセット・
マネージメントシステム
（ソフトウェア）

業務用（放送 / 映像）高速
NAS ストレージシステム

ライブ映像制作配信
システム

メディアワークフロー
ソリューション

バーチャルスタジオソ
リューション

VR/AR 放送向け
カメラトラッキング
システム

コントロール
ソリューション

ビデオアシストシステム

※順不同

沿革
1997 年 12 月

会社概要
株式会社アスクを設立

社名

ATI Technology の取り扱いを開始
1998 年

Interex XLR8 Mac G3 アップグレードカード取り扱い開始

所在地

〒102-0074

本社を原宿から市ヶ谷に移転
1999 年
2000 年

倉庫物流契約

東京都千代田区九段南 4-8-21 山脇ビル 11 階

ELSA 製品の取り扱い開始

電話：03-5215-5650（代表）

資本金を 1500 万円に増資

FAX：03-5215-5651

SuperMicro 製品の取り扱い開始

Mail：info@ask-corp.co.jp

PalmPilot 関連製品の取り扱い開始

【大阪営業所】

3ware 取り扱い開始
2002 年

Medea Corporation 映像ストレージの取り扱い開始

〒532-0003

AVerMedia 取り扱い開始

大阪府大阪市淀川区宮原 3-5-24 新大阪第一生命ビル

Leadtek 取り扱い開始

TEL：06-6335-4774

Albatron 取り扱い開始
Zalman / SAPPHIRE 取り扱い開始
３R SYSTEM 取り扱い開始
2003 年

ASK KOREA 設立
Thermaltake 取り扱い開始

2004 年

設立

1997 年 12 月

資本金

1,500 万円

代表者

武藤和彦

取引銀行

三菱 UFJ 銀行

ASUS ネットワーク製品の取り扱い開始

みずほ銀行

T-WIN 取り扱い開始

三井住友銀行

Areca 取り扱い開始
2005 年

株式会社アスク
【本社】

ASUS サーバー製品の取り扱い開始
AJA Video Systems 取り扱い開始

りそな銀行

市ヶ谷支店

117 名

G-Technology / ZOTAC 取り扱い開始

2008 年

ASKTECH(ASK KOREA) 設立 資本金 1,000 万 WON

2021 年度売上 367 億円

Adaptec 取り扱い開始

ISO 認証取得

本社、大阪営業所、柏倉庫、高崎倉庫

AMD CPU 取り扱い開始

協力組織・団体 ・一般社団法人 日本ロボット学会 賛助会員

LSI（３ware）取り扱い開始
GoalZero 取り扱い開始

2012 年

MSI

・特定非営利活動法人

グラフィックス / マザーボード 取り扱い開始

日本バーチャルリアリティ学会 賛助会員

Synology 取り扱い開始

・一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会

本社を現住所（千代田区九段南）へ移転
2013 年

（略称 JCSSA）正会員

倉庫物流を現住所（千葉県柏市）へ移転

・一般社団法人 日本ポストプロダクション協会 賛助会員

Thermaltake 取り扱い開始
2014 年

・特定非営利法人（NPO）

Cooler Master Technology 取り扱い開始

日本ビデオコミュニケーション協会 正会員

ATrust 取り扱い開始
2015 年

ISO9001:2015 ／ 品質
2020 年 11 月 認証取得 (13658) -

ASK Taiwan 設立

2011 年

飯田橋支店
飯田橋支店

2006 年

Cache-A LTO アーカイブアプライアンス取り扱い開始

麹町支店・支社

市ヶ谷支店

東日本銀行
従業員数

2009 年

FAX：06-6335-4784

2015 年度 売上高 100 億円超過を達成

Web サイト

https://www.ask-corp.jp

ASRock 取り扱い開始
ASRock Rack 取り扱い開始
TQ-Systems GmbH 取り扱い開始

売上げの推移

Corsair 取り扱い開始
2016 年

Tegile Systems 社製品の取り扱い開始
Super Micro Computer 社、

400

SuperO ブランド製品取り扱い開始
HTC VIVE 取り扱い開始CMYK 0 100 100 0
2018 年

RGB 235 20 50

Chaos Group 取り扱い開始
Websafe #FF1428
Pantone 199C
2018 年度売上 200 億円超過を達成

2019 年

VERTAGEAR 取り扱い開始

350

300

stYpe 取り扱い開始
Deepcool 取り扱い開始
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