
日本ソフト技研株式会社
Nihon Sof tware Laboratory Co.,Ltd.



1

今、ひらかれた未来へ  
力強く羽ばたく。
HistoryCompany

会社沿革

全社にてJIS Q 15001:2006認証取得

システム開発全部門にてISO 9001 2008/JIS Q 9001 2008認証取得

全社にてISO/IEC 27001:2005認証取得

東京支店にてISO 9001 2008/JIS Q 9001 2008認証取得

システム開発全部門にてISO/IEC 27001:2005認証取得

東京支店にてISO/IEC 27001:2005認証取得

2013年

2012年

2010年

2008年

2007年

2月

11月

3月

11月

3月

4月

資本金5,000万に増資

 

 

資本金3,000万に増資

資本金2,000万に増資

 

資本金1,000万に増資

資本金700万円にて会社設立

2006年

2003年

2000年

 

 

1999年

1998年

 

1986年

8月

 

 

1月

1月

 

3月

11月

経済産業省システムインテグレーター登録企業となる

 

九州事業所を北九州市小倉北区(株)住友金属小倉に設置

事業拡大のため、東京支店を川崎市多摩区に移転

東京支店を川崎市中原区に設置

本社を北九州市小倉北区に設立

3月

 

10月

3月

 

 

9月

11月

資本金7,500万に増資

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

 

 

2016年

2015年

1月

健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）認定 ≪2年連続取得≫

全社にてISO 9001 2015認証取得

事業拡大のため赤坂オフィスを東京都港区に設置

全省庁統一資格取得（企業コード：0000195278）

事業効率化のため、九州事業所を支店に昇格

東京支店開設20周年を迎える

労働者派遣事業許可取得（許可番号：派 40-301283）

創立30周年を迎える

事業拡大のため、本社・九州事業所を北九州市戸畑区に移転

3月

3月

3月

3月

4月

9月

8月

11月

9月
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信頼

企業の磐石な経営を旨とし、
永続的発展のもとに社会に貢献する1

誠意・熱意・創意の三意をもって、
顧客に高品質のサービスを提供し続ける２

社員の精神的・経済的向上に努めるとともに
社員の育成を重視し、相互信頼をもとにした社風をつくる３

Policy
Management

経営方針
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MessagePresident

社長メッセージ

橋間 鉄男代表取締役社長

　皆さまにおかれましては、ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
    

  日本ソフト技研株式会社は、1986（昭和61）年、北九州市にて、独立系・

システムインテグレーション事業を目的に設立致しました。設立以来、私たちは

『信頼』を社是として掲げ、継続的なステークホルダー・エンゲージメントを

通じて、その関係性を重視し経営を推進しています。
    

  また、テレワークの普及により、「自律性の向上」「チーム内のコミュニ

ケーション促進」など急速な変化への対応が求められる中、社員一人ひとりの

心身の健康維持・増進こそが「財産」ととらえ、健康経営の実現に取り組んで

います。
      

  政府が展望する日本の未来（あらゆる要素がデジタル化される）「Society 

5.0」が提唱されている中、私たちは、新しいデジタル技術力とアナログ的な

人間力で、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）「デジタル変革」を

推進するお客様を全力でサポート致します。
    

  これからも、大局観を持ち、基本の考えとその行動を大切にし、明るい未来

を創造できる企業を目指してまいります。皆さまのご理解と一層のご支援を

賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

『こんな未来がいい』を創造し、
  明朗快活に、迅速果断に、
  デジタルイノベーションに挑戦していきます。



日本ソフト技研は、社員とともに成長し、
企業に、そして社会に貢献しています。

Business
Outline事業内容

業務
ソリューション

鉄鋼業
地図データベース
精密機械器具製造業
 ( 生産管理・販売管理 )
情報サービス業
 ( 生産管理・営業支援 )
保険業( 診療報酬管理 )
自動車製造業
 ( 生産管理・販売管理 )
洗濯理容美容浴場業
 ( 予約管理・顧客管理・生産管理・
   販売管理 )
医療・福祉 ( 販売管理 )
破棄物処理業 ( 在庫管理 )
不動産業 ( 契約管理・請求管理 )
北九州市 ( DX推進 )
国交省 ( 技術者認定・表彰採点 )

業務内容

お客様の業務分析を行い、長年培って

きた業務知識とノウハウを活用しシス

テム開発、運用保守までご満足いただ

けるサービスを提供しています。

お客様のご要望、システム要件に沿っ

た最適なソリューションをご提案いた

します。

ITソリューション

Salesforce (セールスフォース)
クラウドサービス ( SaaS )
Web系システムソリューション
受託開発
(関東→九州へのニアショア開発 )
( JAVA／PHP／.NET／COBOL／
  C／その他  )
フレームワーク作成
パッケージカスタマイズ
DWH ( データウェアハウス )
マイグレーション
静脈認証サービス
RPAソリューション

※「Salesforce」は、Salesforce.com,inc.の
　登録商標です。

業務内容

お客様の抱える問題・課題（売上アッ

プ、コストの削減、CSの向上、効率化、

競争力アップ、内部統制の整備など）を

IT技術を活用して積極的に解決してい

きます。

お客様の状態や要望に合わせてハード

ウェア、ソフトウェア、ノウハウや人

員など多種多様な要素を組み合わせて

個々のお客様にとって最適な解決案と

して提示します。

コンサルティング
サービス

業務改善策立案
業務改善実行支援
IT戦略グランドデザイン
ロードマップ
企画計画
現状システム提案分析
マイグレーション提案
システムバージョンアップ提案

業務内容

お客様のニーズをはじめ、課題・問題

を把握し、本質的な視野・視点により

ビジネスモデルの一部から細かい業務

フローまで、お客様と一体となって事

業の発展をサポートします。

数多くの実績から蓄積したノウハウと

最新のIT技術を効果的に活用し、業務

とITの両方から具体的な施策提案及び

実行支援をさせて頂きます。
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ハードサプライ
・パッケージ製品

販売

サーバー、パソコン、プリンター
各種周辺機器
ネットワーク機器
各種パッケージ製品
各種サプライ

業務内容

サーバー、パソコン、プリンタ及び、

ネットワーク機器を始めとしたハード

ウェア製品の販売を行っています。

また、お客様のご要望、システム要件

に合わせ、パッケージソフトのご提案

やお客様のニーズに合わせてカスタマ

イズも行っています。

ホームページ
・自社パッケージ

・保守

サロン向け予約管理顧客管理
システム（2010年4月）
スポーツクラブスクール向け
カードシステム（2007年4月）
人材派遣業支援システム
（2007年4月）
ホームページ、コンテンツ制作、
保守、SEO対応、PPC広告
ECサイト制作
ITアウトソーシング

業務内容

自ら企画・設計・開発して完成品とし

てお客様に販売するソフトウェアを開

発します。

ある業種の複数のお客様の共通ニーズ

にアプローチし、既製品として販売し

ます。自社で開発している為、カスタ

マイズも柔軟に対応できます。

オリジナルデザインによるホームペー

ジ等のWeb制作や保守、SEO対応、PPC

広告をご提案いたします。

ネットワーク
インフラ構築

ネットワーク環境設計
ネットワーク環境構築
ネットワーク監視・運用保守
サーバー構築
サーバー監視・運用保守

業務内容

ネットワークをはじめとする情報イン

フラの構築をお客様のニーズ、ビジネ

ス環境に合った最適なIT基盤をご提供

し豊富な実績と確かな技術で安定稼働

を保つ運用・保守サービスを行います。

安全、安心かつ安定したネットワーク

をご利用いただけるようご支援いたし

ます。
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日本ソフト技研は、社員とともに成長し、
企業に、そして社会に貢献しています。

Business
Outline事業内容



情報セキュリティへの意識（信頼度）UP！
更なるお客様満足度（CS）向上に向けて！

International
Organization

Standards

ISO関連

継続的改善への取り組み 当社は、それぞれのマネジメントシステムを構築し継続的改善に努めます。

当社は、組織の方針をもとに、手段およびプロセスを管理し、継続的に改善するためのマネジメントシステムの

構築をもって、お客様の満足を高めるとともに、地域社会の発展とより良い環境づくりに貢献することを

基本理念とします。

継続的
改善

情報セキュリティ
マネジメントシステム

ISMS

個人情報保護
マネジメントシステム 

PMS

品質
マネジメントシステム 

QMS

ISO  27001:2013
ISO 9001:2015

基本方針策定
計画・目標 導入・運用

監視・見直し
経営陣による
改善・処置

Plan

Act Check

Do

国際規格の
認証取得

事業者部門名称

認証登録番号

インターテック・サーティフィケーション株式会社　Intertek Certification Japan Ltd.

2010年11月01日

2022年10月31日

ISO 27001:2013
情報セキュリティマネジメント（ISMS）

ISO 9001:2015
品質マネジメント（QMS）

全社

10832

システム開発部門

10831

本社・九州支店

1.ソフトウェアの設計・製造・保守

  及びコンピュータ関連機器販売

東京支店

1.ソフトウェアの設計・製造・保守

2.ASPサービスの提供・運用及び保守

九州支店

1.ソフトウェアの設計・製造

  及びコンピュータ関連機器販売

東京支店

1.ソフトウェアの設計・製造

2.ASPサービスの提供・運用及び保守

2007年3月28日

2022年3月27日

初回登録日

有効期限日

認証登録機関

登録範囲

5



体系的なプロジェクト管理標準を
整備・適用します。 Management

Project
プロジェクト管理

当社では、システム開発から運用まで、体系的なプロジェクト管理標準を整備・適用し、

高品質なシステムの開発、安定・安心してお使い頂けるシステムサービスの提供を行っています。

プロジェクト完了報告 プロジェクト方式決定
プロジェクト計画書作成

成果物品質報告
出荷妥当性判定 プロジェクト推進

プロジェクト完了報告
品質妥当性・出荷判定会議議事録
改善案

品質管理資料
（各種レビュー結果、強化テスト状況）
品質妥当性会議
出荷判定性会議

レビュー計画
プロジェクト計画書作成範囲
（規模・プロセスより）

プロジェクト・プロファイル
プロジェクト・プラン
プロジェクト・目標管理

進捗管理
ガントチャート（詳細WBS）
品質管理（各工程レビュー）
育成管理

プロジェクト推進 各プロジェクト用に策定した計画書に基き、以下を推進します。

リスクヘッジ

プロジェクト
計画書策定

品質管理

生産性向上

技術者育成

開発環境

プロジェクト
推進 

技術者のレベルに合わせ、１ランク上を目指す育成

具体的な数値目標を掲げた
プロジェクト全体での取り組み

不具合の真因の追及と対応、
次案件への活用

プロジェクトの規模・工程により策定

事前抽出したリスクの対策・対応

プロジェクトに適した開発環境の構築

開発体制

セキュリティ

プロジェクト専用LAN

セキュリティーワイヤー

   ニアショア開発
（東京／九州分散）

テレワーク

6



当社では、毎年教育研修の年間計画と実施を推進しています。スキルシート、スキルレベルマトリックスを

活用し、日々の業務の中でスキルアップするように育成指導しています。社員はスキルアップのため、自己

啓発・相互啓発に努めると共に、社内・外の教育研修を受講しています。

豊かな人材の育成で
明日への飛躍を目指します。EmployeeTraining

社員教育制度

研修制度（ＱＭＳ教育訓練計画）スキルUP

ｅラーニングの活用（自己啓発にも活用可）

資格取得推進
資格報奨金制度でバックアップ

資格取得合格報奨金制度

資格取得推奨のため、対象の資格合格者には報奨金が支給されています。

・ORACLE MASTER
・情報処理技術者試験
・ScrumMaster 

・Salesforce 認定 Platform デベロッパー　
・AWS 認定クラウドプラクティショナー
・Google アナリティクス個人認定資格（GAIQ）

　

など

キャリアアップ支援 社員一人ひとりの技術力向上、会社を発展させる人材へ。

社内・外セミナー推進

研修の内容

ヒューマンスキル

・新入社員受入教育
・ビジネスマナー研修
・OJT研修、Off-JT研修　

・ヒューマンスキル研修
 （フォローアップ研修）
・リーダー技術研修

・リーダーシップ向上研修
・管理職研修

テクニカルスキル

・プログラミング技術研修
・データベース技術研修
　※その他業務に応じた技術研修　
・技術向上教育

・システム構造設計技術者研修
・システム化要件設計技術研修
・システム企画分析技術研修
・管理監督研修

・管理者研修
・プロジェクトマネジメント研修

キャリアパス 社員一人ひとりの能力を開発・発揮しやすい環境づくりに努めています。

管理職プロジェクト
リーダ

システム
エンジニア

プログラマ新人研修
Off‐JT  3カ月
OJT  3～6カ月 1～2年 プロジェクト

マネージャー

主な業務
要員調達 、コスト管理、収支管理、リスク分析、
プロジェクトの進捗管理、問題解決、…

主な設計作業
要件定義書、業務フロー、機能概要、
画面／帳票／バッチ 、設計書、テスト仕様書、…

主なプログラミング言語
Java、C、C#、PHP、VB、
.NET、SQL、…

3ヵ月間の社内研修
ビジネスマナー研修、言語研修、
コンピュータの基礎研修、開発研修、…
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先輩社員から自分の担当している仕事、
やりがいなどについてご紹介します。

StaffMessage
社員メッセージ

1日のスケジュール

始業
9:00

打ち合わせ
9:30

担当業務
10:00

昼食
12:00

担当業務
13:00

打ち合わせ
17:00

終業
18:00

ラジオ体操、朝礼を行い、1日の業務がスタートします。

各プロジェクト単位の進捗状況や問題点などを共有・確認します。

日報を提出し、翌日の予定を確認してから1日の業務が終了します。

自分の担当している案件の設計や開発などを行います。

東京支店
営業部

2019年入社 M.I

この会社を選んだ理由は何ですか？

未経験者に対するサポート体制に魅力を感じてこの会社を選びました。

私は文系出身のためプログラミング経験が無く、上手くやっていける

のか技術面に不安がありました。

当社は入社前研修に始まり、新人研修～ＯＪＴの期間に至るまで

ITの基礎知識やプログラミング技術などエンジニアとしての基礎を

一から学ぶためのサポート体制が充実しています。

文系出身でも安心してスキルアップしていくことができています。

九州支店
システムソリューション部

2005年入社 S.K

携わっている業務の「やりがい」を教えてください。

最初はただ目の前の事を遂行していくことで精一杯ですが、その中で日々の

「小さなやりがい」が積み重なり、仕事への自信にも繋がります。

技術を通して社会にアプローチできるＳＥには、エンジニアリングという

独自スキルを中心に幅広いやりがいの可能性があり、開発に携わった仕組みで

ビジネスが展開され、売上にも貢献できている状況を目の前にした時には大きな

達成感を感じます。

「お客様から私自身が必要だと言われたこと」です。

担当している仕事は人材業界のお客様が展開する、転職サイトの開発・保守です。

Javaを使ったコーディングやAWSを使ったインフラ構築、お客様との要件検討など

仕事は多岐にわたります。

そのため、求められるスキルが多く日々大変ですが、今後もお客様から必要とされる

エンジニアであり続けるために努力していきます。

担当している仕事で
         一番嬉しかったことは何ですか？

東京支店
システムソリューション部
2014年入社 Y.N
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◎社会保険完備

　( 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険 )

◎生命保険・傷害保険 ( 会社負担 ) 加入

◎退職金制度

◎確定拠出年金 ( 401K ) 加入

◎永年勤続社員・特別功労社員に対する表彰制度

◎資格取得合格報奨金制度

◎財形貯蓄の支援制度

◎各種団体主催の技術セミナーへの参加支援

◎社内レクリエーションの活動支援

◎慶弔金制度

創業以来、人材の育成と社員の生活の安定、そして社員同士のコミュニケーションを

大切に考えています。これらは企業と企業の信頼関係においても大事な要素です。

社員一人ひとりの｢働きがい｣と｢生きがい｣をバックアップすると共に、

社員同士の信頼形成と懇親のため、様々なレクリエーション行事も支援しています。

人材の育成と社員の生活の安定、
社員同士のコミュニケーションを
大切に考えています。

Benefits
Employee 

福利厚生

NCC（NIHON SOFTWARE LABORATORY Communication Club）は

社内のレクリエーションを楽しむためのグループです。

社員同士の交流やリフレッシュなどの場として活用されています。

1.懇親会（新年会・花見・歓迎会・ビアパーティー・忘年会）

2.社員旅行

3.スポーツイベント

4.NSLネットワーク（社内誌）年2回発行

会員制リゾートホテルである

｢エクシブ｣グループのホテルが利用できます。

保養施設の利用

NCCについて

エクシブ会員として利用できる施設

－ エクシブ有馬離宮    　　－ エクシブ軽井沢パセオ
－ エクシブ京都 八瀬離宮　－ エクシブ蓼科
－ エクシブ鳥羽別邸　　　　  他 国内22ヶ所利用可
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健康づくり優良事業所認定
 健康経営の一環となる

「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」を

 通じて、職場における健康づくりへの取り組みが

 優良であると認められ、

 全国健康保険協会 福岡支部より、

「健康づくり優良事業所」として

 認定を受けています。

育児休業
出産のための休暇の後も、

育児休業や育児休暇・時短勤務等

でサポートします。

介護休業
ご家族の介護をする必要がある

場合、介護休暇の他、介護休業や

時短勤務等でサポートします。

記念日休暇
本人やご家族の誕生日等の

記念日に取得できる休暇です。

休暇制度

10

経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、

「健康経営優良法人（中小規模法人部門）」に認定されました。

健康経営優良法人（中小規模法人部門）」に認定



日本ソフト技研株式会社
Nihon Sof tware Laboratory Co.,Ltd.

■ 東京支店

〒214-0014  
川崎市多摩区登戸3398-1  大樹生命登戸ビル4F

最寄駅  小田急線「登戸駅」 徒歩1分
           JR南武線「登戸駅」 徒歩1分

TEL.044-930-0630  FAX.044-930-0740

■ 本社・九州支店

〒804-0001 
北九州市戸畑区飛幡町2番2号 飛幡ビル6F

本      社

九州支店

最寄駅  JR鹿児島本線「戸畑駅」       徒歩15分
交　通  西鉄バス      「製鉄飛幡門」 徒歩2分
           都市高速道路「戸畑ランプ」 車　5分

TEL.093-881-2700  FAX.093-881-2705

TEL.093-881-0603  FAX.093-881-0703

■ 赤坂オフィス

〒107-0052
東京都港区赤坂2-5-8　ヒューリックJP赤坂ビル4F

最寄駅  東京メトロ銀座線   「溜池山王駅」10番出口  徒歩2分
           東京メトロ南北線   「溜池山王駅」10番出口  徒歩2分
           東京メトロ千代田線「赤坂駅」      2番出口    徒歩4分

TEL.03-3560-6260

URL       https://www.nsl.co.jp 

E-mail    nslinfo@nsl.co.jp


