
もし自身の年齢を知らなかったとしたら、あなたは自身を何歳だと思いますか？

人生の終わりに、多くを語るのか、多くを行うのかどちらを望みますか？

人生がわずか40年だとしたら、あなたは違う生き方をしますか？

幸福がお金だけで決まるとしたら、何があなたを豊かにするでしょうか？

「正しいことを行う」か、「物事を正しく行う」のか、あなたはどちらを選びますか？

「心配性な天才」か「楽しげなバカ」、あなたがはどちらが好きですか？

「昔の思い出を全て失う」か「新しいモノを作れない」のかあなたはどちらを選びますか？

挑戦することなく真実を知ることができるでしょうか？

人生最大の危機に直面したことがありますか？

もし、ないのならあなたにとって最大の危機とは何ですか？

あなたは単に生かされているのでは？ 本当に生きていると言えますか？

あなたが今日したことで、実際に覚えていることは何ですか？

自身が信じていることをしていますか？それとも単にやり過ごしているだけですか？

自身の人生を、どの程度コントロールしていますか？

あなたが、誰かにひとつアドバイスできるのであれば、それは何でしょうか？

「狂気」と「創造性」の境界線がわかりますか？

この世の中で、何か一つ変えることができるとしたら、それは何でしょうか？

有名になるため、人生の10年を費やせますか？

仕事を減らすか、好きな仕事をもっとするか、どちらを選びますか？

同じ毎日を、繰り返し生きているように感じたことがありませんか？

「過ちから学ぶ」なら、どうして過ちをそんなに恐れるのでしょうか？

あなたを幸せにすることが、なぜ他の皆を幸せにできないのでしょうか？

なぜあなたは、「あなた」なのでしょうか？

あなたを評価する人が誰もいなければ、何か今と違うことをしますか？

人生の中で、あなたが本当に愛しているのは何ですか？

あなたが決断したことは、自身ためですか？ または他の誰かのためですか？

死ぬことを知りながら、どのように生きるべきでしょうか？

「失敗すること」と「挑戦しないこと」どちらが悪いことでしょうか？

手放す必要があるにも関わらず、それができないのは何が問題なのでしょうか？

5年前あなたを動揺させたことが「もはや問題がない」とどうして言えるのでしょうか？

今やらないなら、いつやる気ですか？

Company Profile

No Challenge No Future

https://www.nsware.co.jp/

お客さまに顔を向けた“絶えざる進化・変化” お客さま以上にお客さまのことを熟知する 人間は機械のように緻密ではなく過ちを犯しやすいより高い価値を創出できる最適技術の提案 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
情報サービス事業は、人で稼ぐ仕事です。
その仕事には、きめ細やかな対応と絶えざる進化が要求されます。つま
り、わたしたちの仕事は、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。つまり、わたしたちの強みは「お
客さまに顔を向けた“絶えざる進化・変化”である」といえます。お客さま
のニーズにきめ細かく正面から向き合い、スピーディーに進化・変化する
こと、その戦略的な行動群が創りだす“動き”がわたしたちの強みなので
す。きめ細やかな個別対応を可能とし、お客さまの価値を創出するため
の「わたしたちの強み」を活かしてゆくには“行動”の選択と集中化が重
要であると考えています。

わたしたちは、「機械ができることは機械に任せて、人は人にしかできな
い付加価値の高い仕事に専念する体制を実現する」という考え方により
システム導入や機能開発に関わります。
お客さまが利益を直接生む価値の高い仕事に投下していただく、そんな
ふうにして考えることが「利益を生むシステム」を実現する開発を成功さ
せるうえで大切だと考えます。仕様のみを満足させて製品を提供するの
ではなく、お客さまのさまざまな暗黙の期待（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）に応えてゆきます。さらには、製
品の改善点やさらなる生産性の向上など、お客さまに積極的に提案し信
頼を向上させます。

わたしたちは、お客さまの要求に応えるために40年積み上げられたノウ
ハウ、実績が培った豊富な企業「業務」の知識やそれを最適に実現する
機能についての技術、経験に裏付けられたＩＴに関わるさまざまな開発
技術・手法を保有しています。
お客さまの要望に応えるシステムを構築するための熱意をわたしたちは
持ち続けています。その姿勢は、われわれの仕事のすべてに共有する価値
観です。その熱意を持って、お客さま自身さえ気づいていないかもしれな
いニーズを引き出します。わたしたちは、しっかりとコミュニケーションが
取れ、力強いパートナーとして信頼していただく、よい関係を築くことを
お約束します。

ソフトウェアは、開発者の日々の活動の積み重ねで作られているため、
人間のミスはソフトウェアの中に刷り込まれてゆきます。信頼性の高い
ソフトウェアを作るには、不具合のもとを作りこむ原因となっている「人
間の“活動”をコントロール」しなければなりません。「人間をコントロー
ルする」のではなく「人間の“活動”をコントロール」するということが重
要だと考えています。わたしたちは、ソフトウェアの品質向上を目的とし
た活動を、過ちを犯しやすい人間の活動をコントロールするという視点
で考えています。そのために「人間の過ちを軽減する取り組み」と「人間
の介在を少なくする取り組み」の2つのアプローチを行っています。

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、エキスパートとは言わないですが、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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彼を知り、己を知れば、
百戦して危うからず
この30の質問は、自分を探求する手がかりとして、
自問自答するアナタ自身への問いかけです。
いつか、アナタの行動に変化が起きるかも...
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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。

システム品質の確保
生産性向上の
パートナーです。

社会インフラシステムから、
様々な業務の効率化を図る
システムまでおまかせくだ
さい。

「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

テスティングサービス

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

カスタムメイド生産管理システム

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

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

会社概要

日本ソフトウエア株式会社

代表者
創業 /設立
資本金
社員数

代表取締役社長 ＣＥＯ　岡田　栄一
1973年4月16日
5,731万円
129名（2022年7月1日現在）
労働者派遣事業許可番号：派２７－３０２６２７（２０１７年７月１日取得）

事　業 ● 電力監視制御事業
● 電鉄運行関連事業
● 駅務・交通事業
● 一般産業に関する事業
● クラウドソリューション事業

取り組み

所在地 本　社 : 大阪市福島区福島7-20-1

事業所 : 滋賀県草津市

事業所 : 兵庫県神戸市

事業内容

わたしたちの強み

主な対応分野と開発実績

技術者スキル構成

リソース・パワー 日本ソフトウエアの取り組み

組織図 「人材の成長がわたしたちの力」

ソフトウェア開発を通じて、お客さまのビジョン、
目標達成に貢献することを約束します。

わたしたちは設立から４０年以上、
組み込み型のソフトウェア開発及びプラント制御を
主業務とする制御系のソフトウェアハウスとして

高度な品質を要求される
社会インフラシステム開発を手がけております。

●組み込み、制御系のソフトウェア開発について40年以上のノウハウを保有したプ
ロフェッショナル集団です。

●プロパーによる自社内開発が中心で、ISO27001（ISMS）に準拠した情報セキュリ
ティ環境のもとソフトウェア開発を行います。

●40年以上公共性の高いシステムの高度な品質に応えてきており、ISO9001
（QMS）のPDCAサイクルに対応した品質を提供できます。

●ソフトウェアの提供において、ISO14001（EMS)のPDCAに対応し、軽い、小さい、
早い、手間のない保守性の高いソフトウェアを提供します。

●お客さまの要求を深く知り、正しく翻訳し、お客さまに対価以上の価値を提供する
ことができます。

●お客さまに顔を向けた絶えざる“進化・変化”をし続けます。

●徹底したお客さま熟知行動を行い、「お客さま以上にお客さまのことを熟知する」
を目標に行動しており、長いお付き合いができます。

大きな設備を必要としない情報産業では、優秀な人材が経営資源であり、
人材の成長がわたしたちの競争力に直結します。
そのため、社員ひとりひとりが機会を創り出し、機会によって
自ら変化できるように評価や働く環境を大切にしています。

わたしたちは、働く仲間を大切に思い仕事を通じて社員全員の自己実現と
安定した生活を確立します。

がんばるタイム、チャレンジＤａｙ、ムービングタイム、女性活躍促進、時短勤務

・休暇関連
特別休暇、メモリアル休暇、フレックス休暇、介護休暇、出産休暇、育児休暇

・研修資格関連
技術研修、デマンド教育、資格取得支援

・会社行事関連
運動会、遠足、社員旅行、忘年会、納会

・職場環境関連
産業医面談、メンタルヘルス・キャリアコンサル相談、サテライトオフィス、
働き方改革の提案

・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
・ヘルスケア関連システム ・品質管理システム
・生産管理システムなど

クラウドソリューション
システムの開発事例4

・電力系統監視制御システム
・配電自動化システム　・気象災害対応システム
・列車運行管理システム
・車載情報提供システムなど

電力・電鉄システムの開発事例1

カルチャー（企業文化）

社会の継続的な発展に貢献できるように取り組みます。

ＣＳＲ（社会貢献）

選べる働き方（ワーク／ライフ）

行動規範を制定し、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及び経営理念を遵守す
るとともに、社会的良識をもって行動します。

企業倫理

情報セキュリティ（ISMS）、品質（QMS）、環境（EMS）、企業機密・個人情報管理の
取り組みを通じて、お客さまに安心・安全なサービスを提供します。

安心・安全なサービス

次世代育成支援対策を推進し、社員が仕事と子育てを両立させることができ、働
きやすい職場環境を構築し、能力を十分に発揮できるようにします。

社会への取り組み

当社では「社会の期待に応える」ことを指し、法令の順守だけにとどまらず、社内
規程、企業倫理、社会貢献の遵守を含みます。

コンプライアンス

「人」を大切にし、一人ひとりが持つ可能性を最大限に引き出し活用できることを
人材育成の課題として取り組んでいます。組織の能力向上も広義の人材育成上
の課題として、「組織の能力開発」や「よき組織文化（風土）の形成」といった、人材
育成よりもなお一層、実態の見えない分野での課題にも積極的に取り組んでい
ます。

人材育成

安心できる福利厚生

JIS Q 9001
JIS Q 14001
JIS Q 27001

JSAQ2635,JSAE1568
JSAI087                      

三菱電機株式会社
三菱電機ソフトウエア株式会社
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
三菱電機エンジニアリング株式会社
オムロン株式会社
オムロンソフトウェア株式会社

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
オムロンヘルスケア株式会社
グローリー株式会社
株式会社ダイフク
株式会社ダイヘン
（ 順不同・敬称略 ）

 

主要顧客

NSホールディングス株式会社

● 株式会社NSパーソナル
● 日本ソフトウエア株式会社

● 株式会社NSM

NSグループ

● システム開発株式会社 ● 株式会社アクシアソフトデザイン
● 株式会社ジェイ・クリエイション

・製造業向け制御システム
・自動倉庫制御システム
・現金自動預け払い機システム
・現金処理機制御システム
・入退室管理システムなど

2 組込･制御ソフトウェア
部門の開発事例

・自動改札機システム
・自動券売機システム
・窓口処理機
・交通管制システム
・道路交通情報システムなど

駅務・交通システムの
開発事例 3

技術関連資格保有者情報(2022年7月1日現在）

ITパスポート 6名

情報セキュリティマネジメント 17名

基本情報処理技術者 49名

応用情報処理技術者 14名

テクニカルエンジニア 1名

データベーススペシャリスト 2名

情報処理安全確保支援士試験 2名

支援型ソフトウェア開発

情報処理技術者

G検定（ジェネラリスト検定） 16名

E資格（エンジニア資格） 2名

サーティファイJava(tm)プログラミング能力認定試験2級 2名

AWS認定ソリューションアーキテクト－アソシエイト 1名

品質管理検定 2名

LP認定（Linux）：LPIC（Linuc） 5名

SALESFORCE CERTIFIED Adminstrator 1名

SALESFORCE CERTIFIED SalesCloud Consultant 1名

SALESFORCE CERTIFIED Platform　デベロッパー 1名

その他

ISO委員会

CP委員会

本社衛生委員会

草津衛生委員会

全体会議

NSホールディングス
（株）取締役会議

取締役会議

経営戦略会議

代表取締役社長

Business Unit

Administration Unit

電力・社会インフラBU

制御・社会システムBU

経営AU

技術第1部

技術第2部

技術第3部

戦略管理部

技術本部

経営本部

システム本部 第2システム部

SB室

第1システム部

※神戸事業所は JIS Q 27001・JIS Q 9001・JIS Q 14001 登録範囲外



Company Profile

No Challenge No Future

https://www.nsware.co.jp/

人間は機械のように緻密ではなく過ちを犯しやすい 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
ソフトウェアは、開発者の日々の活動の積み重ねで作られているため、
人間のミスはソフトウェアの中に刷り込まれてゆきます。信頼性の高い
ソフトウェアを作るには、不具合のもとを作りこむ原因となっている「人
間の“活動”をコントロール」しなければなりません。「人間をコントロー
ルする」のではなく「人間の“活動”をコントロール」するということが重
要だと考えています。わたしたちは、ソフトウェアの品質向上を目的とし
た活動を、過ちを犯しやすい人間の活動をコントロールするという視点
で考えています。そのために「人間の過ちを軽減する取り組み」と「人間
の介在を少なくする取り組み」の2つのアプローチを行っています。

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、エキスパートとは言わないですが、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。

チーム力 対応力 教育力



もし自身の年齢を知らなかったとしたら、あなたは自身を何歳だと思いますか？

人生の終わりに、多くを語るのか、多くを行うのかどちらを望みますか？

人生がわずか40年だとしたら、あなたは違う生き方をしますか？

幸福がお金だけで決まるとしたら、何があなたを豊かにするでしょうか？

「正しいことを行う」か、「物事を正しく行う」のか、あなたはどちらを選びますか？

「心配性な天才」か「楽しげなバカ」、あなたがはどちらが好きですか？

「昔の思い出を全て失う」か「新しいモノを作れない」のかあなたはどちらを選びますか？

挑戦することなく真実を知ることができるでしょうか？

人生最大の危機に直面したことがありますか？

もし、ないのならあなたにとって最大の危機とは何ですか？

あなたは単に生かされているのでは？ 本当に生きていると言えますか？

あなたが今日したことで、実際に覚えていることは何ですか？

自身が信じていることをしていますか？それとも単にやり過ごしているだけですか？

自身の人生を、どの程度コントロールしていますか？

あなたが、誰かにひとつアドバイスできるのであれば、それは何でしょうか？

「狂気」と「創造性」の境界線がわかりますか？

この世の中で、何か一つ変えることができるとしたら、それは何でしょうか？

有名になるため、人生の10年を費やせますか？

仕事を減らすか、好きな仕事をもっとするか、どちらを選びますか？

同じ毎日を、繰り返し生きているように感じたことがありませんか？

「過ちから学ぶ」なら、どうして過ちをそんなに恐れるのでしょうか？

あなたを幸せにすることが、なぜ他の皆を幸せにできないのでしょうか？

なぜあなたは、「あなた」なのでしょうか？

あなたを評価する人が誰もいなければ、何か今と違うことをしますか？

人生の中で、あなたが本当に愛しているのは何ですか？

あなたが決断したことは、自身ためですか？ または他の誰かのためですか？

死ぬことを知りながら、どのように生きるべきでしょうか？

「失敗すること」と「挑戦しないこと」どちらが悪いことでしょうか？

手放す必要があるにも関わらず、それができないのは何が問題なのでしょうか？

5年前あなたを動揺させたことが「もはや問題がない」とどうして言えるのでしょうか？

今やらないなら、いつやる気ですか？

お客さまに顔を向けた“絶えざる進化・変化” お客さま以上にお客さまのことを熟知する より高い価値を創出できる最適技術の提案
情報サービス事業は、人で稼ぐ仕事です。
その仕事には、きめ細やかな対応と絶えざる進化が要求されます。つま
り、わたしたちの仕事は、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。つまり、わたしたちの強みは「お
客さまに顔を向けた“絶えざる進化・変化”である」といえます。お客さま
のニーズにきめ細かく正面から向き合い、スピーディーに進化・変化する
こと、その戦略的な行動群が創りだす“動き”がわたしたちの強みなので
す。きめ細やかな個別対応を可能とし、お客さまの価値を創出するため
の「わたしたちの強み」を活かしてゆくには“行動”の選択と集中化が重
要であると考えています。

わたしたちは、「機械ができることは機械に任せて、人は人にしかできな
い付加価値の高い仕事に専念する体制を実現する」という考え方により
システム導入や機能開発に関わります。
お客さまが利益を直接生む価値の高い仕事に投下していただく、そんな
ふうにして考えることが「利益を生むシステム」を実現する開発を成功さ
せるうえで大切だと考えます。仕様のみを満足させて製品を提供するの
ではなく、お客さまのさまざまな暗黙の期待（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）に応えてゆきます。さらには、製
品の改善点やさらなる生産性の向上など、お客さまに積極的に提案し信
頼を向上させます。

わたしたちは、お客さまの要求に応えるために40年積み上げられたノウ
ハウ、実績が培った豊富な企業「業務」の知識やそれを最適に実現する
機能についての技術、経験に裏付けられたＩＴに関わるさまざまな開発
技術・手法を保有しています。
お客さまの要望に応えるシステムを構築するための熱意をわたしたちは
持ち続けています。その姿勢は、われわれの仕事のすべてに共有する価値
観です。その熱意を持って、お客さま自身さえ気づいていないかもしれな
いニーズを引き出します。わたしたちは、しっかりとコミュニケーションが
取れ、力強いパートナーとして信頼していただく、よい関係を築くことを
お約束します。

創造力 提案力 技術力

2022.07-6K（RAY）100

彼を知り、己を知れば、
百戦して危うからず
この30の質問は、自分を探求する手がかりとして、
自問自答するアナタ自身への問いかけです。
いつか、アナタの行動に変化が起きるかも...

Licensed material used with permission by I Heart Intelligence



会社概要

日本ソフトウエア株式会社

代表者
創業 /設立
資本金
社員数

代表取締役社長 ＣＥＯ　岡田　栄一
1973年4月16日
5,731万円
129名（2022年7月1日現在）
労働者派遣事業許可番号：派２７－３０２６２７（２０１７年７月１日取得）

事　業 ● 電力監視制御事業
● 電鉄運行関連事業
● 駅務・交通事業
● 一般産業に関する事業
● クラウドソリューション事業

取り組み

所在地 本　社 : 大阪市福島区福島7-20-1

事業所 : 滋賀県草津市

事業所 : 兵庫県神戸市

事業内容

わたしたちの強み

主な対応分野と開発実績

技術者スキル構成

リソース・パワー 日本ソフトウエアの取り組み

組織図 「人材の成長がわたしたちの力」

ソフトウェア開発を通じて、お客さまのビジョン、
目標達成に貢献することを約束します。

わたしたちは設立から４０年以上、
組み込み型のソフトウェア開発及びプラント制御を
主業務とする制御系のソフトウェアハウスとして

高度な品質を要求される
社会インフラシステム開発を手がけております。

●組み込み、制御系のソフトウェア開発について40年以上のノウハウを保有したプ
ロフェッショナル集団です。

●プロパーによる自社内開発が中心で、ISO27001（ISMS）に準拠した情報セキュリ
ティ環境のもとソフトウェア開発を行います。

●40年以上公共性の高いシステムの高度な品質に応えてきており、ISO9001
（QMS）のPDCAサイクルに対応した品質を提供できます。

●ソフトウェアの提供において、ISO14001（EMS)のPDCAに対応し、軽い、小さい、
早い、手間のない保守性の高いソフトウェアを提供します。

●お客さまの要求を深く知り、正しく翻訳し、お客さまに対価以上の価値を提供する
ことができます。

●お客さまに顔を向けた絶えざる“進化・変化”をし続けます。

●徹底したお客さま熟知行動を行い、「お客さま以上にお客さまのことを熟知する」
を目標に行動しており、長いお付き合いができます。

大きな設備を必要としない情報産業では、優秀な人材が経営資源であり、
人材の成長がわたしたちの競争力に直結します。
そのため、社員ひとりひとりが機会を創り出し、機会によって
自ら変化できるように評価や働く環境を大切にしています。

わたしたちは、働く仲間を大切に思い仕事を通じて社員全員の自己実現と
安定した生活を確立します。

がんばるタイム、チャレンジＤａｙ、ムービングタイム、女性活躍促進、時短勤務

・休暇関連
特別休暇、メモリアル休暇、フレックス休暇、介護休暇、出産休暇、育児休暇

・研修資格関連
技術研修、デマンド教育、資格取得支援

・会社行事関連
運動会、遠足、社員旅行、忘年会、納会

・職場環境関連
産業医面談、メンタルヘルス・キャリアコンサル相談、サテライトオフィス、
働き方改革の提案

・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
・ヘルスケア関連システム ・品質管理システム
・生産管理システムなど

クラウドソリューション
システムの開発事例4

・電力系統監視制御システム
・配電自動化システム　・気象災害対応システム
・列車運行管理システム
・車載情報提供システムなど

電力・電鉄システムの開発事例1

カルチャー（企業文化）

社会の継続的な発展に貢献できるように取り組みます。

ＣＳＲ（社会貢献）

選べる働き方（ワーク／ライフ）

行動規範を制定し、人権を尊重し、関係法令、国際ルール及び経営理念を遵守す
るとともに、社会的良識をもって行動します。

企業倫理

情報セキュリティ（ISMS）、品質（QMS）、環境（EMS）、企業機密・個人情報管理の
取り組みを通じて、お客さまに安心・安全なサービスを提供します。

安心・安全なサービス

次世代育成支援対策を推進し、社員が仕事と子育てを両立させることができ、働
きやすい職場環境を構築し、能力を十分に発揮できるようにします。

社会への取り組み

当社では「社会の期待に応える」ことを指し、法令の順守だけにとどまらず、社内
規程、企業倫理、社会貢献の遵守を含みます。

コンプライアンス

「人」を大切にし、一人ひとりが持つ可能性を最大限に引き出し活用できることを
人材育成の課題として取り組んでいます。組織の能力向上も広義の人材育成上
の課題として、「組織の能力開発」や「よき組織文化（風土）の形成」といった、人材
育成よりもなお一層、実態の見えない分野での課題にも積極的に取り組んでい
ます。

人材育成

安心できる福利厚生

JIS Q 9001
JIS Q 14001
JIS Q 27001

JSAQ2635,JSAE1568
JSAI087                      

三菱電機株式会社
三菱電機ソフトウエア株式会社
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
三菱電機エンジニアリング株式会社
オムロン株式会社
オムロンソフトウェア株式会社

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
オムロンヘルスケア株式会社
グローリー株式会社
株式会社ダイフク
株式会社ダイヘン
（ 順不同・敬称略 ）

 

主要顧客

NSホールディングス株式会社

● 株式会社NSパーソナル
● 日本ソフトウエア株式会社

● 株式会社NSM

NSグループ

● システム開発株式会社 ● 株式会社アクシアソフトデザイン
● 株式会社ジェイ・クリエイション

・製造業向け制御システム
・自動倉庫制御システム
・現金自動預け払い機システム
・現金処理機制御システム
・入退室管理システムなど

2 組込･制御ソフトウェア
部門の開発事例

・自動改札機システム
・自動券売機システム
・窓口処理機
・交通管制システム
・道路交通情報システムなど

駅務・交通システムの
開発事例 3

技術関連資格保有者情報(2022年7月1日現在）

ITパスポート 6名

情報セキュリティマネジメント 17名

基本情報処理技術者 49名

応用情報処理技術者 14名

テクニカルエンジニア 1名

データベーススペシャリスト 2名

情報処理安全確保支援士試験 2名

情報処理技術者

G検定（ジェネラリスト検定） 16名

E資格（エンジニア資格） 2名

サーティファイJava(tm)プログラミング能力認定試験2級 2名

AWS認定ソリューションアーキテクト－アソシエイト 1名

品質管理検定 2名

LP認定（Linux）：LPIC（Linuc） 5名

SALESFORCE CERTIFIED Adminstrator 1名

SALESFORCE CERTIFIED SalesCloud Consultant 1名

SALESFORCE CERTIFIED Platform　デベロッパー 1名

その他

ISO委員会

CP委員会

本社衛生委員会

草津衛生委員会

全体会議

NSホールディングス
（株）取締役会議

取締役会議

経営戦略会議

代表取締役社長

Business Unit

Administration Unit

電力・社会インフラBU

制御・社会システムBU

経営AU

技術第1部

技術第2部

技術第3部

戦略管理部

技術本部

経営本部

システム本部 第2システム部

SB室

第1システム部

※神戸事業所は JIS Q 27001・JIS Q 9001・JIS Q 14001 登録範囲外



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。

システム品質の確保
生産性向上の
パートナーです。

社会インフラシステムから、
様々な業務の効率化を図る
システムまでおまかせくだ
さい。

「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

テスティングサービス

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

カスタムメイド生産管理システム

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

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

支援型ソフトウェア開発


