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わたしたちシステム開発に携わる者は誰もが皆信じていることです。そし
てこの仕事には、きめ細やかな対応と絶えざる進化が要求されます。当社
の仕事は、開発、製造、営業などそれぞれの現場の人々の絶えざる知恵と
汗で成り立っています。そして、当社の強みは「お客さまに顔を向けた“絶
えざる進化・変化”」であります。その強みを生かし、お客さまに最適な
システムと共に未来を創造し、提供するのがわたしたちの使命です。

様々な技術が採用され多様なシステムで構成されています。お客さまに
最適なシステムは何か。単に仕様のみを満足させて製品を提供するので
はなく、お客さまの利益を直接生む価値の高いシステムを実現すること
が開発を成功させるうえで大切だと考えます。さらに、素早い対応、納期
の短縮、適切な確認、対面SEの誠実な対応など、最新のITテクノロジー
だけではなく、お客さま目線に沿ったシステムをご提案いたします。

わたしたちは最新の技術は勿論、古くより採用されたレガシーなシステ
ムから取り組んできました。様々な「業務」で使われるシステム。わたした
ちは多様な業界の知識も積み上げながらお客さま課題の解決に向けた
システム開発を行います。わたしたちには最新テクノロジーだけでは
なく、積み上げられた確かな技術力があります。

人には個性があり、そして得意なことも人によって様々。しかしわたし
たちは一丸となって叡智を集結し、お客さまの最適なシステム開発に
向け取り組んでいます。人が集まれば組織となります。組織のスピード
感や結束力を高めながらより良い組織作りに向けて取り組み、そして
さらに多くの人が集まり、一丸となってお客さまの課題を解決する。当社
だけではなくグループ会社も一丸となったわたしたちの組織力にご期待
下さい。

なにか頼みたいときにそばにいる。一声かけたら飛んでくる。偶然遅く
なったら、その日に限って電話がかかってきて「いてくれてよかった」
なんて言われる。わたしたちは、これを「ビジネスの神様に愛されている」
と言っています。そんな人まわりにいませんか、わたしたちは、そんな
人が「あてになるひと」だと考えています。わたしたち一人ひとりは、
お客さまに対しては、「できる人」でありたいと思い絶えざる変化・進
化をしています。それだけではなく、この「あてにできる」を大切した
いと思っています。

わたしたちは、技術者の教育をシステマチックに行い、経験のない業界
や言語、技術要素を扱うシステム開発プロジェクトに携わる場合でも、
技術者を早期に立ち上げることができる仕組みの構築を行っていま
す。その教育を受ければ、システム開発に携われるスキルが身につくと
いうことを実現することが目的です。そのような教育システムにより、経験
のない業界や技術要素を用いたシステム開発プロジェクトにもスキ
ルレベルをそろえることが可能になり、対応レベルを向上することがで
きると考えています。

創造力 提案力 技術力 チーム力 対応力 教育力
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ITは未来を創る 日々進化するITテクノロジー 数十年の歴史の中で急速に進化したITテクノロジー ITを扱うのは「人」です 当たり前のことを当たり前のこととしてできる フレキシブルな配置を可能とする教育・育成



会社概要

システム開発株式会社

事業内容

所在地

沿　革

代表者

創業 /設立

資本金

社員数

代表取締役　清水 健一

2012年7月26日

1,000万円

18名（2020年4月現在）

労働者派遣事業許可番号：派２７－３０２９２４(2018年1月1日取得)

● 受託型アプリケーション開発
● 業務改善システム
● クリーニング店向け総合システム

本社

大阪市福島区福島7-20-1

KM西梅田ビル7階

2012.07

2014.05

2014.07

2018.01

資本金 800万円で会社設立

事務所を福島区へ移転

資本金 1000万円に増資

一般労働者派遣事業許可を取得

Panasonicグループ各社
グローリーシステムクリエイト株式会社
京三システム株式会社
株式会社クボタ
株式会社東洋紡システムクリエイト
富士通エフ・アイ・ピー株式会社
全国のクリーニング店様や販売店様
日本ソフトウエア株式会社
その他
（順不同・敬称略）

取引先（主要販売先）

ごあいさつ

経営理念

技術者スキル情報

向上心と誠実さ、人 と々の繋がりを大切にし、
喜び・感動・安心そして未来を、
システムと共に提供します。

リソースパワー 当社の強み

開発実績

昨今IT技術は急速に発展し、社会インフラの重要な要素となり、もはや社会生活
において欠かせないものとなってきました。

当社はこの進化し続けるIT技術を獲得し、高品質で信頼の置けるシステムの開発
を行っております。

各種データベースや通信プロトコル等を駆使しながら、レガシーなOS環境から
WEBプラットフォームまで含め、様々な業務に使用する販売管理のシステムや制
御装置のユーザーインターフェースなどを手がけております。

また、それらのノウハウを活かしクリーニング店向けの商品管理統合システムの
パッケージ製品も開発し、多くのお客さまからご好評頂いております。

IT技術はこれからも日々進化し続け、社会環境もそれに応じながら変化していく
ものと思われます。

しかしどのように変化したとしても、そこには必ず携わる「人々」があります。

我々は多様な技術を常に身に付け、お客さまにより良いシステムをご提供するの
は使命であります。そしてさらに、そのシステムを通じ
て皆様に喜びや感動、そして未来をも感じ取っていた
だきつつ、人々との大きな繋がりの輪を広げて行きた
いと思っております。

会社は多くの人々が集まる場所です。その人々が成長を続けると共に、会社
も成長していきます。当社では人々の成長が会社の柱と考え、各種研修も行
います。新人社員研修を始め、各種技術研修、リーダ研修なども行い、社員の
成長を後押ししたいと考えています。

また、会社は多くの時間を人々と共に過ごす場所です。単に仕事をするだけ
ではなく、社員旅行やグループ会社間での遠足等、普段の業務とは違った
イベントも行いながら、そこに集まる人々が楽しく過ごせる場所でありたい
と考えています。

日々目まぐるしく変化するIT技術。

我々はその技術力を磨き続け、より良い未来に向けた社会作りに貢献して

参ります。また、どんなに技術が発達しようとも、そこには多くの人々が存在

しています。

人々とのつながりを大切にしていく事、向上心と誠実さをもって取り組んで

いく事、これらはより良い社会を作る為には勿論、豊かな人生を送るための

一つの手法です。

「当社に関わる全ての人がより良い人生を送るために」

当社の理念にはそのような想いが込められております。

様々なOSやプラットフォームを利用した開発実績があります。Windows系OS
で動作するソフトウェアから、AWSやAzureを使用したクラウド環境のシステム、
AndoroidやiOSを用いた開発など、何でもご相談ください。

成長を続ける為に

受託型アプリケーション開発ソリューション

当社が手がけるソリューションは、IT技術を駆使したソフトウェアを中心とし、

高品質・安定性を求められる社会インフラシステムから、様々な業務の効率化

を図るシステムまで、お客さまのニーズに合わせた最適なシステムを提案

いたします。また、培ってきたノウハウを元に、クリーニング店向けパッケージ

システム「ユニット君」もご用意しております。

クリーニング店業務のIT化を加速させていきます。

高品質で安心してお使い
いただけるシステムの実現。
様々な業務で使用される多様な制御
装置やハードウエアを管理するユー
ザのことを考え尽くしたアプリケー
ションの開発。社会インフラの基盤
を支えるシステム。当社では複雑に
絡み合う多様な技術を駆使し、高品
質で安定性が求められる数々のシス
テムを手がけております。

事
　
例

■ 番組自動送出システム
■ 駅・停留場案内システム
■ 市場品質分析システム

業務改善システムソリューション
御社の業務をITの力で
効率化を図ります。
様々に進化するIT機器を組合せ、御
社に最適なシステムソリューションを
提供します。データベース等を中心
とし、ハンディターミナルや、タブレッ
ト、モバイル通信等を組み合わせる
ことによって、そのような現代IT技術
を駆使し、お客さまに最適な業務改
善ソリューションを提案致します。

事
　
例

■ 販売管理システム
■ 原価管理システム
■ 製造管理システム

クリーニング店向け総合システム
クリーニング業務のIT化を
加速させます。
古いお客さまのデータがない、伝票
がすぐに見つからない、などクリーニ
ング屋さんのお悩みを解消するユ
ニット君シリーズ。クリーニング屋さ
んのニーズにとことん応えたトータ
ルシステムパッケージです。

クリーニングシステム ユニット君

システム開発株式会社
代表取締役

プログラミングを利用した開発

Microsoft.NET、JAVA、Kotlin、PHP、Javascript、Access、
VB6、C/C++　他

データベースを利用した開発

Oracle、SQLServer、PostgreSQL　他

各種プロトコルを利用した開発

放送局向け

鉄道・バス会社向け

大手メーカ向け

販売会社さま向け

HTTP、FTP、SNMP、SOAP、VDCP、Websocket、MQTT　他

番組自動送出システム
映像・動画管理システム

駅・停留場案内システム
各種モニタリングシステム

市場品質分析システム

商品管理、販売管理、
在庫管理システム

NSグループパワー NSグループパフォーマンス

ＮＳグループは、NSホールディングスを事業持株会社としたソフトハウスのアライアンスグループです。

「お客さまのやりたいこと」
「お客さまがお困りになって
いること」など、お客さまの
経営課題をともに考え解決。

製品のジャンルを問わず、
様々な組み込みソフトウェア
の開発に携わってきました。

株式会社
アクシアソフトデザイン

株式会社NSM

研究開発とシステム開発に
よって他社に無いサービス
を創造し、お客様、パートナー
会社様、社会の発展に貢献
してまいります。

株式会社
ジェイ・クリエイション

ＮＳグループは幅広い技術でシステム開発の＋αを実現しお客さまのビジネスに＋αの価値を提供します。

交通状況をリアルタイムに監視制御する道路交通管制システムや、交通システム関連分野に
おいて豊富な開発実施実績を保有し、システム設計、開発から運用支援まで幅広く対応。

日本ソフトウエア株式会社交通システム関連分野

正確かつ高速な処理能力と安定した稼動を実現する豊富な開発
実績を持ち、システム設計、開発から運用支援まで幅広く対応。

日本ソフトウエア株式会社駅構内・駅務システム

NFCタグを使った大規模物流システムを
構築。様々な作業効率を向上し、コスト削
減・生産性向上を実現。

株式会社NSM
物流管理システム開発

WEBサイトの制作・運用やCMSの開発、SNSの
戦略・KPI設定・公式アカウントの立ち上げ等を支援。

株式会社NSMWEBサイト制作・運用サービス

多数の企画・開発・運用経験から、企画・デザ
イン・開発・運用、プロモーションまで一括した
ノウハウを提供。

株式会社NSM

iPhone/Android
アプリケーション開発

株式会社NSMデジタルサイネージ開発
アーカイブや送出システム等のソフトウェア開発
により来る４Ｋや８Ｋの世界にも大きく貢献。

システム開発株式会社放送番組システム

株式会社NSM
カード・ゲートシステム開発

日本ソフトウエア株式会社
一般産業システム関連分野

ユーザ視点や開発者視点など、中立的な立
場(第三者検証)からのテストによりソフト
ウェア及びシステムの品質向上実現を行う。

株式会社ＮＳパーソナルテスティングサービス

ホーム・セキュリティ/オートメーション
やホームエネルギーマネージメント等
の機器の制御ソフトを開発。

株式会社アクシアソフトデザイン
通信情報機器ソフト開発

画像認識応用技術や色彩測定応用技術、設備
機器と連動した工場自動化支援システムの開
発から保守支援まで幅広く対応。

株式会社アクシアソフトデザイン
ファクトリーオートメーション制御ソフト開発

株式会社ＮＳパーソナル支援型ソフトウェア開発

株式会社NSM
クラウドビジネスサービス

電気エネルギーの流れをリアルタイムにコントロールし、経済や社会の変化な
どに併せて変電所や電力設備の増強を計画的に行う電力システムでの給電、
配電、検針、託送、スマートメータ分野において豊富な開発実績を保有。

日本ソフトウエア株式会社電力システム関連分野

運行やダイヤ管理を支える運行管理システムや、作業
停電や指令支援機能及びシミュレーション機能などの
電力指令システムなどで豊富な開発実績を保有。

日本ソフトウエア株式会社電鉄運用管理システム

高い信頼性とリアルタイム性が要求される電鉄
システムと、鉄道輸送における電力の安定供給を
支える電鉄用電力管理システムを開発。

日本ソフトウエア株式会社電鉄電力システム

通信情報機器
ソフト開発 民生機器ソフト開発 情報処理産業機器

ソフト開発
ファクトリー
オートメーション
制御ソフト開発

ホーム＆ビル
オートメーション
制御ソフト開発

多くの業種業態へのサービスを提供しているセンスやスキルを用いた
コンサルテーション

制御系システムのフロントエンドでもビジュアライズ化や
デザイン性の高いUI/UXの開発

あらゆるシステム開発においてテスティングサービスを活用した高品質な納品体制

社会インフラを支えるシステム開発のノウハウによる安全性と
堅牢性に優れたシステム

制御系システムの開発実績を活かしたハードウェアと
ソフトウェアとの連動開発

電鉄や駅などの既存インフラと融合したデジタルサイネージの活用及び開発

情報システム事業 WEB・アプリクラウドビジネス事業

ICタグソリューション事業 システム開発事業 システム & SAP R/3 
コンサルティング事業 システムサポート事業

Web・アプリ開発レガシー
マイグレーション
サービス VENUS

サービス
受託開発 常駐型システム開発支援 脆弱性診断 AI-Closer ISMS・Pマーク

コンサルティング

株式会社NSM

受発注・入出荷・在庫管理等を、モバ
イル端末を用いて外出先でも社内最
新情報への素早いアクセスを実現。

システム開発株式会社
販売管理システム

AIとセキュリティエンジニアによる高品質
な脆弱性診断を行う。

セキュリティ脆弱性診断サービス
株式会社ジェイ・クリエイション

業種を問わず老朽化したあらゆる
システムを独自のノウハウにより
最新の環境へ移行。

マイグレーションサービス
株式会社ジェイ・クリエイション

クレジットカード会社の契約管理、
決済管理、ポイント管理、顧客管理
等幅広いシステムを開発。

金融関連分野
株式会社ジェイ・クリエイション

システム品質の確保
生産性向上の
パートナーです。

テスティングサービス カスタムメイド生産管理システム支援型ソフトウェア開発

プログラム開発やシステム
設計を行っており、コン
シューマ向けのパッケージ
開発や技術員派遣サービス
を提供しています。

電力・電鉄システム

セールスフォース（コンサルティングパート
ナー）／デジタルサイネージ・モバイルアプリ
／ヘルスケア関連／品質管理／生産管理など

組込･制御システム クラウドソリューションシステム

自動改札機／自動券売機／窓口処理機
／交通管制／道路交通情報など

駅務・交通システム

電力系統監視制御／配電自動化／気象
災害対応／列車運行管理／車載情報
提供 など

製造業向け制御／自動倉庫制御／現金
自動預け払い機／現金処理機制御／
入退室管理など


