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米国ザイリンクス社との販売代理店契約締結のお知らせ 
 

当社は、平成 18 年１月 25 日付にて、米国ザイリンクス社との販売代理店契約を締結したことをお知

らせいたします。 

 

記 

 

１．販売代理店契約締結の目的と内容 

 

当社は、平成 17 年 11 月 17 日付にて最先端のプログラマブル ロジック ソリューションを提供し

ている米国ザイリンクス社と販売代理店契約締結に向けた同意書に調印しておりましたが、本日同社

と正式に販売代理店契約を締結いたしました。 

 

当社は、昭和 57 年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して半導体・設計ソフト

の販売、設計支援サービスの提供を行ってまいりました。特に、ＰＬＤ（Programmable Logic 

Device：特定用途向けカスタム品）については、黎明期であった昭和 60 年よりその普及に努め、20

年間堅調に業績を伸ばしてきました。ＰＬＤは、普及当初からの主力アプリケーション分野である通

信機器に加え、現在では産業機器や民生機器、そして自動車関連機器など新規分野への需要を拡大し

ており、今後もますます多種多様なアプリケーションに使用されることが見込まれています。 

 

このような中、当社は、平成 17 年 11 月 16 日にお知らせいたしましたとおり、約 20 年間基幹商材

として取り扱ってきたＰＬＤのメーカーであるアルテラ社との販売代理店契約を、平成 18 年３月 31

日付にて解消いたします。今後は、プログラマブル ロジック ソリューションを提供する世界的なリ

ーダーである米国ザイリンクス社との販売代理店契約を締結することにより、当社の強みであるＰＬ

Ｄをコアとしたシステム提案、技術サポートの経験と実績を活かし、ＰＬＤビジネスの再構築を図っ

てまいります。この販売代理店契約の締結を受け、平成 18 年２月１日から営業活動を開始し、平成

18 年４月１日より出荷活動を開始いたします。ＰＬＤ商材の仕入先変更にともない、業績に対して一

時的な影響が予測されますが、営業体制、オペレーション体制を早急に整え、ザイリンクス社製品販

売の迅速な立ち上げに注力してまいります。 

 

 

２．契約先の概要 

(1) 名 称  ザイリンクス社 

(2) 主 な 事 業内容  ＦＰＧＡおよびＣＰＬＤ製品とその開発支援システムの販売とサポート

(3) 設 立 年 月 日  1984 年 

(4) 所 在 地  米国カリフォルニア州 サンノゼ ロジックドライブ ２１００ 

(5) 代 表 者  代表取締役 最高経営責任者 ウィレム ロレンツ 

(6) 株 主 資 本  2,673 百万ドル（2005 年４月２日現在） 

(7) 売 上 高  1,397 百万ドル（2005 年３月期実績） 

 



３．今後の見通し 

 

今後の見通しにつきましては、現段階での予想が困難であるため、見通しがつき次第公表する予定

です。 

なお、ザイリンクス社製品に関しては平成 18 年４月１日より出荷活動を行うため、この販売代理

店契約締結の業績への寄与は平成 18 年４月以降となります。 

 

以 上 

 

 

お問い合わせ先：  

株式会社 PALTEK 
ＩＲ担当 柴崎 由記 

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-3-12 

TEL：045-477-2016 

FAX：045-477-2012 

 

 

MAIL：ir@paltek.co.jp  

 

mailto:ir@paltek.co.jp


 
（添付資料）
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2006年 1月 25日 
各位 
 

 
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 

株式会社 PALTEK 
代表取締役社長 高橋 忠仁 

 

 

株式会社 PALTEKが米国ザイリンクス社と販売代理店契約締結 
～ 2月 1日から本格的に営業を開始 ～ 

半導体および関連ソフトウェアのソリューションサプライヤである株式会社 PALTEK（代表取締役社長：
高橋 忠仁、以下 PALTEK）は、このたび最先端のプログラマブル ロジック ソリューションを提供している
米国ザイリンクス社 （日本法人ザイリンクス株式会社、東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワ
ー、代表取締役社長：吉澤 仁氏、以下ザイリンクス）と販売代理店契約を締結したと発表した。PALTEK
は、本日の販売代理店契約締結を受けて 2月 1日からザイリンクス製品の営業活動を開始し、4月 1日
より出荷活動を開始する。 
 

PLD 業界最大手であるザイリンクスは、日本市場を今後の成長戦略の中で重要な地域と位置付けて
おり積極的なビジネス展開を行っている。ザイリンクス株式会社は、過去数年間にわたりザイリンクスのビ

ジネス拡大戦略の中で重要な役割を果たしており、家庭向けの光通信、フラットパネルディスプレイに代

表されるデジタル民生機器、医療機器や産業機器のアプリケーション拡大に大きく貢献している。これに

ともない日本市場での売上も拡大しており、当面の目標である日本市場の構成比率 20%達成に向けさら
に営業活動を強化することを望んでいる。 

 
PALTEKは、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して半導体・設計ソフトの販売、
設計支援サービスを提供している。特に PLD（Programmable Logic Device：特定用途向けカスタム品）に
ついては、PLD が黎明期であった 1985 年よりその普及に努め、20 年間堅調に業績を伸ばしてきた。
PALTEKは、強みであるPLDをコアとしたシステム提案、技術サポートの経験と実績を活かし、プログラマ
ブル ロジック ソリューションを展開するザイリンクスの先進的な製品を提供することにより、顧客の求め
るソリューションを実現していきたいと考えている。 

 
その結果、2006 年 1 月 25 日付けで日本市場における販売代理店契約を締結したもの。ザイリンクス

株式会社の吉澤 仁代表取締役社長は「PALTEK は、PLD のサポートについて豊富な経験と実績を誇っ
ており、日本市場におけるザイリンクスの成長戦略のうえで大きな役割を果たしてくれると期待しておりま

す。新しいディストリビューション・パートナ・ネットワークにより、ザイリンクスは日本のお客様にさらに充実

したプログラマブル・ロジック・ソリューションを提供していきます」と語っている。また PALTEK の高橋忠仁
代表取締役社長は次のように語っている。「ザイリンクスと販売代理店契約を締結できたことを嬉しく思い

ます。PALTEKは PLDのサポートで 20年以上の実績を持っており、これまでの日本市場での経験とザイ
リンクスの優れた FPGA/PLD製品を融合し、お客様の多様なニーズに木目細かく対応してまいります。こ
のことにより、日本の電子機器メーカーのお客様が、付加価値の高い商品をよりタイムリーに市場へ投入

できるように支援を強化・拡充してまいります」。 
 
ザイリンクス社について: 
米国ザイリンクス社（NASDAQ:XLNX） は、プログラマブル ロジック ソリューションを提供する世界的なリ

ーダーである。1984 年に創立され、米国カリフォルニア州サンノゼに本社を持つ。日本においては、1989 年
にザイリンクス株式会社を設立し、FPGA および CPLD 製品とその開発支援システムの販売とサポートを積
極的に行っている。 
米国ザイリンクス社に関する詳細は、日本語対応ウェブサイト http://www.xilinx.co.jp/ をご覧ください。 

http://www.xilinx.co.jp/
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株式会社 PALTEKについて: 
PALTEKは、主にPLD、ASSP（Application Specific Standard Product：特定用途向け標準品）およびそ

の他のネットワーク関連半導体に強みを持ち、堅調に業績を伸ばし、1998年には株式を公開した。
PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、最適なハードウェアおよびソフトウェアのソ
リューションを提供することで、ユビキタスネットワーク社会の発展に寄与していく。 
株式会社PALTEKに関する詳細は、ウェブサイトhttp://www.paltek.co.jp/をご覧下さい。 

 
 
■この件に関してのお問い合わせは下記へお願いします。 
 
ザイリンクス株式会社へのお問い合わせ 

担当窓口 ： マーケティング部 穂村 
住所 ： 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー18F 
電話 ： 03-5321-7740 
FAX ： 03-5321-7762 

 
 
株式会社 PALTEKへのお問い合わせ 

担当窓口 ： リレーションズグループ 徳永、柴崎 
MAIL アドレス ： pr@paltek.co.jp

住所 ： 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12  
新横浜スクエアビル 

電話 ： 045-477-2016 
FAX ： 045-477-2012 

 
 
製品に関するお問い合わせ 

株式会社 PALTEK ：  

MAIL アドレス ： pld@paltek.co.jp

住所 ： 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12  
新横浜スクエアビル 

電話 ： 045-477-2005 
FAX ： 045-477-2010 
WEB ： http://www.paltek.co.jp/xilinx/index.htm 

なお、この URLは 2月 1日から閲覧可能となります。 

 

http://www.paltek.co.jp/
mailto:pr@paltek.co.jp
mailto:pld@paltek.co.jp
http://www.paltek.co.jp/xilinx/index.htm?paltek=ir


（添付資料） 

                                                 
 

 
 

 
プレスリリース 

2006 年 1月 25日 
 
 

ザイリンクス社、株式会社PALTEKと販売代理店契約を正式締結 
 

日本市場強化へ 2月 1日から本格的に営業を開始 
 

プログラマブル・ロジック・ソリューションの世界的リーダであるザイリンクス社と、株式会社 PALTEK 
(JASDAQ:7587、横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル、高橋忠仁代表取締役社長)は本日、販
売代理店契約を締結したと発表した。PALTEKは、本日の販売代理店契約を受けて 2月 1日からザイリンクス
製品の営業活動を開始し、4月 1日より出荷活動を開始する。 
 
ザイリンクス社は、日本市場を今後の成長戦略の中で重要な地域と位置付けており積極的なビジネス展開を

行っている。ザイリンクス株式会社は、過去数年間にわたりザイリンクスのビジネス拡大戦略の中で重要な役割

を果たしており、家庭向けの光通信、フラットパネルディスプレイに代表されるデジタル民生機器、医療機器や

産業機器のアプリケーション拡大に大きく貢献している。これにともない日本市場での売上も拡大しており、当

面の目標である日本市場の構成比率 20%達成に向けさらに営業活動を強化していく方針である。 
 
その強化ための一環として、ここに新たな販売代理店体制を構築することになった。現在、日本でのザイリンク

スのディストリビューション・パートナは、東京エレクトロンデバイス株式会社、アヴネットジャパン（旧メメックジャ

パン）株式会社、新光商事株式会社、菱洋エレクトロ株式会社となっている。ザイリンクスが新たに PALTEKと
販売代理店契約を結んだのは、主力製品であるプログラマブル・ロジックおよびシステムレベル・ソリューション

に対する需要の急増に対応し、日本市場におけるサービスとサポート体制を強化することが狙い。また

PALTEKは、PLD業界で 20年以上の経験を持つことから、顧客の要求を十分に理解し、プログラマブルなソ
リューションによる大きな付加価値を提供できることなどが背景になっている。一方 PALTEKは、アルテラ社と
の販売代理店契約が 2006年 3月末で終了することから、新たなビジネスの柱としてプログラマブル・ロジック
世界トップのザイリンクスと新たな販売代理店契約に向け話し合いを続けてきた。 
 
その結果、2006年 1月 25日付けで日本市場における販売代理店契約を締結したもの。ザイリンクス株式会社
の吉澤 仁代表取締役社長は「PALTEKは、PLDのサポートについて豊富な経験と実績を誇っており、日本
市場におけるザイリンクスの成長戦略のうえで大きな役割を果たしてくれると期待しております。新しいディストリ

ビューション・パートナ・ネットワークにより、ザイリンクスは日本のお客様にさらに充実したプログラマブル・ロジッ

ク・ソリューションを提供していきます」と語っている。また株式会社 PALTEKの高橋忠仁代表取締役社長は次
のように語っている「ザイリンクスと販売代理店契約を締結できたことを嬉しく思います。PALTEKは PLDのサ
ポートで 20年以上の実績を持っており、これまでの日本市場での経験とザイリンクスの優れた FPGA/PLD製
品を融合し、お客様の多様なニーズに木目細かく対応してまいります。このことにより、日本の電子機器メーカ

のお客様が、付加価値の高い商品をよりタイムリに市場へ投入できるように支援を強化・拡充してまいります」。 

 



 

PALTEKについて 
PALTEKは 1982年の創立以来、日本のエレクトロニクス・メーカにシリコンおよびソフトウェア・ソリューションを
提供してきた。1985年からプログラマブル・ロジック・デバイス(PLD)のリーディング・サプライヤの 1社であるア
ルテラ社の日本における主力ディストリビュータとして活動してきた。また、特定用途向け標準ロジック・ソリュー

ション(ASSP)およびその他のネットワーク関連シリコン・デバイスに関する営業活動も展開している。PALTEK
は 1998年にJASDAQに上場している。同社についての詳細な情報はWebサイト http://www.paltek.co.jpで公
開している。 
 
ザイリンクスについて 
ザイリンクス社 （NASDAQ:XLNX） は、プログラマブル ロジック ソリューションを提供する世界的なリーダである。
1984年に創立され、米国カリフォルニア州サンノゼに本社を持つ。日本においては、1989 年にザイリンクス株
式会社を設立し、FPGA および CPLD 製品とその開発支援システムの販売とサポートを積極的に行っている。
同社についての詳細な情報は日本語対応ホームページ http://www.xilinx.co.jpで公開している。 

 
このプレスリリースに関するお問い合わせは下記へ 
ザイリンクス株式会社 マーケティング部  穂村 
東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー18F 
TEL: 03-5321-7740  FAX: 03-5321-7762 
 
株式会社 PALTEK リレーションズグループ 徳永/柴崎 
横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 
TEL: 045-477-2016  FAX: 045-477-2012 
 
株式会社井之上パブリックリレーションズ ザイリンクス広報担当 鈴木/平出 
東京都新宿区四谷 4-34 新宿御苑前アネックスビル 6F 
TEL:03-5269-2301  FAX:03-5269-2305 
 

 

http://www.xilinx.co.jp/
http://www.paltek.co.jp/



