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。
■大阪本社
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■三重事業所
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津
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津偕楽公園

本社

津駅入口

三重県
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医師会

伊勢街道

栄町公園

三重事業所
笠間第一ビル2C
旧伊勢街道

三重縣
護国神社

栄町三

津税務署

栄町二

〒553-0003

提案力

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

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

技術力

チーム力

対応力

教育力

より高い価値を創出できる最適技術の提案

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

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

わたしたちは、お客さまの要求に応えるために20 年積み上げられたノウ

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、

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。

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

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

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

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

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

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、

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

システム導入や機能開発に関わります。

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

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

よかった」なんて言われる。

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

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

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

術・手法を保有しています。

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

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。

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

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

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

わたしたちは、長年のソフトウェア開発を通じて、
「 利益を生むシステム」

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

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

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

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

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

をお 客さまとともにつくり上 げ てゆくため の お 手 伝 いをい たします。

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

ひと」だと考えています。

す。

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

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、

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

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

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

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

KM西梅田ビル2F
TEL：06-6455-3760 FAX：06-6455-2930

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

に応えてゆきます。さらには、製
適切な確認、対面 SE の誠実な対応など）

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

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

思い絶えざる変化・進化をしています。

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

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

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

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

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。

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。

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。

三重県津市栄町3丁目261笠間第一ビル2C

要であると考えています。

頼を向上させます。

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。

大阪府大阪市福島区福島7-20-1

三重事業所

創造力

TEL : 080-1477-7638
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ＮＳパーソナルは
システム品質の確保

会社概要

事業内容

ＮＳパーソナル

ごあいさつ

代表者
創業 / 設立

生 産 性 向上のパートナーです。

代表取締役社長
1995年12月

平松 俊一

アーティ２１として設立

第三者が検証する必要性を強く感じ、日本ソフトウエア株式会社のソフトウエア
開発事業の品質保証の活動を分離する形で、2008年3月にソフトウェア品質

社員数

４8名
（2020年10月現在）

向上に寄与することを事業の柱とした専門性をもった会社として設立されました。
情報システムの 品質 がビジネスの明暗を決めるという時代になったといっても

の要求を深く知り、正しく解釈し、お客さまに対価以上の品質を提供すべく、評価

● カスタムメードによる生産管理システム開発

要員
「人」
のソフトウェアテストの専門性を高める人材開発はもとより、蓄積された

テスティングサービス

システム化の方向性

▼2.システム設計・開発

システム化計画

所在地

よう、一人ひとりが日々技術を高めています。

大阪府大阪市福島区
福島7-20-1
KM西梅田ビル２F

テスト業務以外にも、
オンサイト、
オフサイトでのヒューマンリソースソリューション
を提供します。

三重事業所

パッケージを含む）、テスト業務まで、さまざまなプロセスにおける技術・手法を

三重県津市栄町3丁目261

提供します。

プログラミング

NSパーソナルは、日本ソフトウエア(株)が長年に亘り、蓄積したソフトウェアテストに関す

株式会社NSパーソナル
代表取締役社長

❷

❸

❹

テスト要求定義、
計画

テスト設計

テスト結果の
分析・評価報告

テスト実施

❶

取得者数

ITパスポート
（初級シスアド含む）

3名

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社
株式会社フルノソフテック
日本ソフトウエア株式会社

ＪＳＴQＢ
（ＦＬ）

11名

基本情報処理技術者
（第2種含む）

4名

IVEC LEVEL1,LEVEL2

1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

1名

技術関連資格保有者情報(2020年10月1日現在）

電鉄電力システム

日本ソフトウエア株式会社

株式会社 NSM

ICタグソリューション事業

WEB・アプリクラウドビジネス事業

システム & SAP R/3
コンサルティング事業

システム開発事業

システムサポート事業

プロジェクト
企画、計画

❷

システム
エンジニアリング

マイグレーションサービス

物流管理システム開発
株式会社NSM

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。

「お客さまのやりたいこと」
「お客さまがお困りになって

クラウドビジネスサービス

株式会社ジェイ・クリエイション

株式会社NSM

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。

いること」など、お客さまの
経営課題をともに考え解決。

人材派遣によるオンサイトサポートを行っています。

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

グローリー株式会社

情報システム事業

金融関連分野
株式会社ジェイ・クリエイション

通信情報機器
ソフト開発

を依頼したい』とのお声にも万全にサポートできるよう当社では、
ソフトウェア開発要員の

資格名

日本ソフトウエア株式会社

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。

ざまな問題を早期に発見することで開発生産性の向上を支援します。

いたします。セキュリティの関係で『外部への委託発注よりも、自社社内にてシステム開発

技術者スキル構成

電鉄運用管理システム

日本ソフトウエア株式会社

さい。

お客さまのプロジェクトの多様化に対応するべく様々な形態でソフトウェア開発を支援

生産管理システムの事業に参入

オムロンヘルスケア株式会社

交通システム関連分野

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。

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。

ます。そのため多岐に亘るソフトウェアエンジニアをそろえています。

テスティング業務の受託及び

オムロンソフトウェア株式会社

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

職種に分業化し、それぞれのノウハウを体系化しながら情報共有を行います。プロフェッ

NSパーソナルは、日本ソフトウエア(株)のバックヤードとしてソフトウェア開発を行ってい

取引先（ 順不同・敬称略 ）

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

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。

ショナルなテストエンジニアが第3者の視点で行う検証サービスです。品質に関するさま

2006.01 現住所に移転

現在に至る

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

サービス」
を提供します。
「テストマネージャー」
「テストリーダー」
「テストオペレータ」
の3

支援型ソフトウェア開発

2019.04 三重県津市に三重事業所設立

クリーニング店向け総合システム

システムまでおまかせくだ

アーティ２１として設立
1995.12 （株）

ＮＳパーソナルに社名変更
2008.03 （株）

業務改善システムソリューション

様々な業務の効率化を図る

テスティングサービス

私たちは、ソフトウエアテスト及び開発の現場で蓄積したノウハウを活かして、
これからに注目してください。

革

電力系統監視制御／配電自動化／気象 自動改札機／自動券売機／窓口処理機 製造業向け制御／自動倉庫制御／現金 セールスフォース（コンサルティングパート
災 害 対 応 ／ 列 車 運 行 管 理 ／ 車 載 情 報 ／交通管制／道路交通情報など
自動 預け払 い 機 ／ 現 金 処 理 機 制 御 ／ ナー）／デジタルサイネージ・モバイルアプリ
提供 など
／ヘルスケア関連／品質管理／生産管理など
入退室管理など

社会インフラシステムから、

❶

システムの安心・安全を実現し、お客さまの期待に必ずお応えします。私たちの

沿

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

受託型アプリケーション
開発ソリューション

ソフトウェアテスト

ソフトウェア仕様

日本ソフトウエア株式会社

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。

る豊富なノウハウを継承しこれらの
「テスティングフェーズ」
を専業化して
「テスティング

また、小規模ソフトウエア開発の要件定義からプログラム制作（スクラッチ・

笠間第一ビル2C

を提供しています。

電力システム関連分野

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

設 計 を 行 っ て お り 、コ ン
シューマ向けのパッケージ

システムテスト

システム仕様

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。
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

開発や技術員派遣サービス

運用テスト

案件定義

情報から必要な技術を選び出し、お客さまの求める以上の成果を出していける
本社

クラウドソリューションシステム

プログラム開発やシステム

▼１.超上流プロセス

ITシステム

● ソフトウェア開発
（オンサイト/オフサイト）

組込･制御システム

「生産管理システム」のカスタムメードを提供します。

ソフトウェア

いこと」
「期待したこと」
が
「きちんとできる」
ということです。だからこそ、お客さま

駅務・交通システム

サポートします。また、日本ソフトウエア株式会社とのコラボレーションにより

過言ではありません。わたしたちが考える 品質 のひとつの定義としては
「やりた
● システム品質の検証・評価サービス

電力・電鉄システム

また、オンサイト、オフサイトのテストや人材派遣サービスによりお客さまを

業務

システムの安心・安全を
実現します。

弊社は、
ますます高度化、複雑化するシステム構築の中で、それぞれのプロセスを

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。

安心・安全を実現するテスティングサービスを提供します。

1,500万円

事業内容

NSグループパワー

ソフトウェアテスト及び開発の現場で蓄積したノウハウを活かして、システムの

資本金

労働者派遣事業許可番号：派２７−３０２８３６
（２０１７年12月１日取得）

いままでも、これからも

NS パーソナルの強み

❸

❹

❺

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

民生機器ソフト開発

情報処理産業機器
ソフト開発
WEBサイト制作・運用サービス

株式会社
アクシアソフトデザイン

設計

製作

開発支援

NSパーソナルは、長年に亘り蓄積した生産管理システムのノウハウをもとに、社内にて雛
形となる生産管理システムの構築を行ってまいりました。このシステムをベースに、ユー

ザ様が要望する機能をカスタマイズし提供いたします。
『パッケージでは物足りない』

『オーダーメイドではコストが合わない』
このようなユーザ様に対し、
リーズナブルな価格

株式会社
ジェイ・クリエイション

株式会社ＮＳパーソナル

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。

株式会社アクシアソフトデザイン

レガシー
マイグレーション
サービス VENUS

Web・アプリ開発
受託開発

常駐型システム開発支援

支援型ソフトウェア開発

システム開発株式会社

株式会社ＮＳパーソナル

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。

通信情報機器ソフト開発
株式会社アクシアソフトデザイン

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。

カード・ゲートシステム開発
株式会社NSM

サービス
脆弱性診断 AI-Closer

販売管理システム
株式会社NSM

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。

の開発に携わってきました。

日本ソフトウエア株式会社

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。

ファクトリーオートメーション制御ソフト開発

様々な組み込みソフトウェア

カスタムメイド生産管理システム

テスティングサービス

株式会社NSM

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。

製 品 のジャンルを問わず 、

駅構内・駅務システム

ISMS・Pマーク
コンサルティング

にてシステムを提供いたします。

❶

❷

❸

❹

❺

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

コンサル
ティング

システム
設計

システム
開発

テスト

運用支援

会社様、社会の発展に貢献
してまいります。

一般産業システム関連分野
日本ソフトウエア株式会社

デジタルサイネージ開発

iPhone/Android
アプリケーション開発
株式会社NSM

株式会社NSM

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。

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

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。

放送番組システム

システム開発株式会社

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。

