
キーウェアソリューションズを中核として、
キーウェアグループの力を結集したシナジー効果によって
全国規模でお客様に最適なソリューションをトータルに提供します。

東北支店

中部ITセンタ

福岡営業所

札幌営業所

大阪営業所

キーウェアグループ各社

本社
〒156-8588　東京都世田谷区上北沢5-37-18
TEL. 03-3290-1111（代表）　FAX. 03-3290-6741

東北支店
〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央3-2-1
 （青葉通プラザ）
TEL. 022-713-8191（代表）　FAX. 022-713-8192

札幌営業所
〒060-0807　札幌市北区北七条西1-1-5
 （丸増ビルNo.18）
TEL. 011-716-5858　FAX. 011-757-2322

大阪営業所
〒541-0045　大阪市中央区道修町3-4-10
 （損保ジャパン道修町ビル 8F）
TEL. 06-6202-3717　FAX. 06-4707-3770

福岡営業所
〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-13-21（エフビル）
TEL. 092-452-0957　FAX. 092-452-0953

〒156-8588 東京都世田谷区上北沢5-37-18
TEL. 03-3290-1111　FAX. 03-3290-6741 
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プライバシーマーク
使用許諾事業

〒541-0045　大阪市中央区道修町3-4-10
 （損保ジャパン道修町ビル 8F）
TEL. 06-6202-3711（代表）　FAX. 06-4707-3770

中部ITセンタ
〒460-0008　名古屋市中区栄2-9-3（伏見第一ビル）
TEL. 052-220-5677（代表）　FAX. 052-220-5680

〒060-0807　札幌市北区北七条西1-1-5
 （丸増ビルNo.18）
TEL. 011-757-8551（代表）　FAX. 011-757-2322

品質マネジメントシステム
登録事業者

JISQ9001:2015

情報セキュリティ
マネジメントシステム登録事業者

JISQ27001:2014

環境マネジメントシステム
登録事業者

JISQ14001:2015

〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-13-21（エフビル）
TEL. 092-452-0950（代表）　FAX. 092-452-0953

〒105-0014　東京都港区芝3-24-21（三和ビル）
TEL. 03-5443-3551（代表）　FAX. 03-5443-3561

〒156-8588　東京都世田谷区上北沢5-37-18
（キーウェアソリューションズ株式会社本社内）
TEL. 03-6479-7167（代表）

オーガル

〒156-8588　東京都世田谷区上北沢5-37-18
TEL. 03-3290-2501（代表）　FAX. 03-3290-2509

〒020-0022　岩手県盛岡市大通3-3-10
 （七十七日生盛岡ビル 2F）
TEL. 019-651-1850（代表）　FAX. 019-651-1709

オーガル

クリエイティブな発想とITの力で
お客様に無限の可能性を
提供し続けてまいります。

サービス
提供分野

ビジネス
プロセスに
関わる分野

社会インフラ
に関わる
分野

C O R P O R A T E  P R O F I L E



システム
運用・保守

経営
コンサルティング

EA（IT）
コンサルティング

ソリューション開発
システム開発

システムの
ライフサイクルマネジメント

keyCOMPASS

経営とITの統合
コンサルティング

ビジネスモデル

［キーコンパス］

豊富な業種・業務ノウハウを活かし、
システムのライフサイクル全般にわたり、
最適なソリューション・サービスを提供します。

私たちキーウェアは約50年にわたり、官公庁、運輸、通信、金融、医療、流通、製造といった多
様な分野において、社会インフラを支える情報システムの構築に携わってまいりました。数多く
の実績を通じて培った豊富な業種・業務ノウハウを基盤に、多種多様なITスキルと様 な々IT
ソリューションを駆使し、経営戦略の立案から、IT導入・構築・運用まで、一連のシステムの
ライフサイクル全般にわたり、お客様のニーズに応える最適なソリューションを提供しております。

ITソリューションやサービスは、ビジネスや暮らしを支える社会インフラとして必要不可欠な存
在となっています。また、近年は、クラウドコンピューティングやスマートデバイスの急速な普及
により、ITの利活用の形態やサービスが多様化・高度化し、お客様のビジネス環境や人々の
ライフスタイルのあり方に変化を生み出しています。

当社は、このような環境変化に迅速に対応し、最新のIT技術の活用と柔軟な発想により、常
に新しいサービスの充実をはかってまいります。

キーウェアはこれからも、お客様に信頼されるパートナーとして、高品質で付加価値の高いソ
リューションを提供することにより、豊かで安心・安全な社会の発展に貢献してまいります。

社会インフラを支えるシステムの構築から
暮らしに役立つサービスの提供まで
最新のIT技術と発想で
豊かで安心・安全な社会の発展に貢献してまいります。

企業理念

企業スローガン

代表取締役社長

ビジネスモデルkeyCOMPASSをベースに、長年の実績を通じて培った豊富な業種・業務ノウハウと

様々なITソリューションを駆使することで、お客様を新たな成功へと導く鍵（Key）を継続的に提供してまいります。

事 業 領 域 情報技術に関する全てを事業領域とします

企 業 風 土 個人の個性と能力を発揮する事に価値を置きます

社会的役割 創造性に富んだ情報技術によってお客様の要求を超えた
ソリューションを提供し、お客様の夢・理想を実現させ、

 豊かな社会の発展に貢献します

テーマのピックアップと
絞り込み

常に快適なシステム
環境の提供

顧客満足度の高い
システムの構築

業務プロセスに合う
最適なシステム
プランニング

クリエイティブな発想で、ITの持つ無限の可能性を現実のものとします

官公庁、運輸、通信、メディア、金融、ネッ
トワーク、宇宙などの社会インフラに関わ
る分野において、お客様のニーズに応じ
たソリューションを提供します。

お客様のニーズや利用シーンに合わせて
様々な形態のサービスを提供します。

企業における様々な課題解決に寄与する
ソリューション・サービスを提供します。

異業者間精算業務

運輸事業において、
出改札業務をはじめ、
駅の収入管理業務、
他社路線との精算業
務、ICカードを利用し

た業務などのノウハウを有しています。駅
収入管理とICカードのノウハウをもとに経
営戦略的なシステムを多様な企業に提
案しています。

交通管制（ITS）および
交通局旅客案内システム

新交通管理システム
や、列車運行案内に
関するネットワークシス
テムなど、公共性の高
い交通システムのノウ

ハウを蓄積しています。また、鉄道事業にお
ける、駅のホーム用車両接近状況表示や
行き先案内表示などの情報提供システム
や列車の座席予約システムなど、旅客関
連情報のシステムノウハウを有しています。

マスメディア関連ソリューション

一刻を争うスピードと
正確さが求められるマ
スコミ業界において、
新聞広告の自動割付
や記者端末からの

ニュース配信など、定型業務ではない複
雑な業務のシステム化を実現し、特殊な
業務ノウハウを有しています。

生産性改善コンサルティング

業務内容の現状から
低付加価値業務を直
接奪い取り、さらに付
加価値の高いものへ
とダイナミックに組み

替えていく手法「生産性改善コンサルティ
ングサービス VSC」を提供しています。

ソリューションパッケージの
クラウド提供

交通広告媒体を一元
管理し、稼働率向上を
はかるクラウドサービス
「交通広告システム ク
ラウド」等、各種クラウ

ド型ソリューションを提供しています。自社
でシステム構築を行う場合に比べ短期
間・低コストで導入可能で運用コストも低
く抑えることが可能です。

ヘルスケアソリューション

健康増進に取り組む
自治体・企業を中心
に、個人の健康情報
（体温、体重、血圧、歩
数など）を記録・管理

するソリューション「健康からだコンパス 
LifeRoute（ライフルート）」を提供してい
ます。

ネットワーク事業者の顧客管理・
通信料金算出システム

一般電話、携帯電話
の通信情報、パケット
通信情報、顧客管理、
料金管理、請求管理、
収納管理等、および

基幹システムとの連動などに関する業務
ノウハウを有しています。

航空路管制・監視制御管理システム

鉄道や道路、航空など
の交通機関や移動体
通信など、全国規模で
拡がる社会インフラ
ネットワークを監視・制

御するシステムを開発しています。全体の
状況把握や管理業務、運用オペレーショ
ンが正確に素早く行え、運用者の負担を
最小限にするためのシステム開発を行っ
ています。

医療ソリューション

オーダリング・電子カル
テシステムを基盤とし、
検査部、栄養部、医事
課などの各医療部門
向けシステムから、病院

経営分析システムまでを取り揃え、病院事
務のスピードアップと効率化、病院経営の
改善に寄与します。コンサルティング・システ
ム構築・導入・運用・評価改善まで一貫した
トータルサービスとして提供しています。

ERPソリューション

製造・プロセス業／
サービス業／商社の
お客様を中心に多く
の基幹系業務システ
ムの導入実績を有し

ています。お客様の事業に最適なERP
パッケージを活用し、導入提案から構築・
運用に至るまで、一貫したサービスを提供
しています。

サービス
提供分野

ビジネス
プロセスに
関わる分野

社会インフラ
に関わる
分野

DXソリューション

デジタルトランスフォー
メーション（DX）の実
現に向けた準備フェー
ズから、最新のデジタ
ル技術を活用したビ

ジネスモデルの変革まで、最適なDXソ
リューションでお客様のさらなる企業価値
の向上を支援します。

クラウド

経営とITの
統合コンサルティング

ITコンサルティング

SaaS/ASP
ホスティング

・
ハウジング

ソフトウェア
パッケージ
販売

流通分野

メディア分野 金融分野運輸分野

通信分野

宇宙開発分野

官公庁分野

自治体分野

医療関連分野製造分野豊富な業種・
業務ノウハウ

ビジネス領域

業種・業務ノウハウとITスキルを活かしたソリューション・サービスの提供多種多様な
ITスキル

サービス提供型
ビジネス※1

プライム型
ビジネス※2

パートナー型
ビジネス※3

シ
ス
テ
ム
開
発

シ
ス
テ
ム
基
盤
構
築

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
パッ
ケ
ー
ジ
導
入

シ
ス
テ
ム
運
用・保
守

各
種
機
器
販
売

ERP／BPM

農業関連

医療・ヘルスケア関連

流通関連

交通広告

業務系

セキュリティ関連

監視・制御

EAI

ECサイト

RPA

ICT

スマートデバイス向け
各種アプリケーション

SOサービス

その他

主なITソリューション・
サービス

※1 サービス提供型ビジネス： 利用者の多様なニーズに応えるサービスを提供するビジネス
※2 プライム型ビジネス： 主に企業・官公庁を対象としたビジネス
※3 パートナー型ビジネス： 社会インフラを支える企業からの受託開発を中心としたビジネス

ネットワーク

OS

AI

FinTech

セキュリティ

認証

データベース

クラウド

仮想化

IoT

ビッグデータ

モバイル

キーウェアソリューションズを中核として、
キーウェアグループの力を結集したシナジー効果によって
全国規模でお客様に最適なソリューションをトータルに提供します。

東北支店

中部ITセンタ

福岡営業所

札幌営業所

大阪営業所

キーウェアグループ各社

本社
〒156-8588　東京都世田谷区上北沢5-37-18
TEL. 03-3290-1111（代表）　FAX. 03-3290-6741

東北支店
〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央3-2-1
 （青葉通プラザ）
TEL. 022-713-8191（代表）　FAX. 022-713-8192

札幌営業所
〒060-0807　札幌市北区北七条西1-1-5
 （丸増ビルNo.18）
TEL. 011-716-5858　FAX. 011-757-2322

大阪営業所
〒541-0045　大阪市中央区道修町3-4-10
 （損保ジャパン道修町ビル 8F）
TEL. 06-6202-3717　FAX. 06-4707-3770

福岡営業所
〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-13-21（エフビル）
TEL. 092-452-0957　FAX. 092-452-0953

〒156-8588 東京都世田谷区上北沢5-37-18
TEL. 03-3290-1111　FAX. 03-3290-6741 
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プライバシーマーク
使用許諾事業

〒541-0045　大阪市中央区道修町3-4-10
 （損保ジャパン道修町ビル 8F）
TEL. 06-6202-3711（代表）　FAX. 06-4707-3770

中部ITセンタ
〒460-0008　名古屋市中区栄2-9-3（伏見第一ビル）
TEL. 052-220-5677（代表）　FAX. 052-220-5680

〒060-0807　札幌市北区北七条西1-1-5
 （丸増ビルNo.18）
TEL. 011-757-8551（代表）　FAX. 011-757-2322

品質マネジメントシステム
登録事業者

JISQ9001:2015

情報セキュリティ
マネジメントシステム登録事業者

JISQ27001:2014

環境マネジメントシステム
登録事業者

JISQ14001:2015

〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-13-21（エフビル）
TEL. 092-452-0950（代表）　FAX. 092-452-0953

〒105-0014　東京都港区芝3-24-21（三和ビル）
TEL. 03-5443-3551（代表）　FAX. 03-5443-3561

〒156-8588　東京都世田谷区上北沢5-37-18
（キーウェアソリューションズ株式会社本社内）
TEL. 03-6479-7167（代表）

オーガル

〒156-8588　東京都世田谷区上北沢5-37-18
TEL. 03-3290-2501（代表）　FAX. 03-3290-2509

〒020-0022　岩手県盛岡市大通3-3-10
 （七十七日生盛岡ビル 2F）
TEL. 019-651-1850（代表）　FAX. 019-651-1709

オーガル

クリエイティブな発想とITの力で
お客様に無限の可能性を
提供し続けてまいります。

サービス
提供分野

ビジネス
プロセスに
関わる分野

社会インフラ
に関わる
分野
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システム
運用・保守

経営
コンサルティング

EA（IT）
コンサルティング

ソリューション開発
システム開発

システムの
ライフサイクルマネジメント

keyCOMPASS

経営とITの統合
コンサルティング

ビジネスモデル

［キーコンパス］

豊富な業種・業務ノウハウを活かし、
システムのライフサイクル全般にわたり、
最適なソリューション・サービスを提供します。

私たちキーウェアは約50年にわたり、官公庁、運輸、通信、金融、医療、流通、製造といった多
様な分野において、社会インフラを支える情報システムの構築に携わってまいりました。数多く
の実績を通じて培った豊富な業種・業務ノウハウを基盤に、多種多様なITスキルと様 な々IT
ソリューションを駆使し、経営戦略の立案から、IT導入・構築・運用まで、一連のシステムの
ライフサイクル全般にわたり、お客様のニーズに応える最適なソリューションを提供しております。

ITソリューションやサービスは、ビジネスや暮らしを支える社会インフラとして必要不可欠な存
在となっています。また、近年は、クラウドコンピューティングやスマートデバイスの急速な普及
により、ITの利活用の形態やサービスが多様化・高度化し、お客様のビジネス環境や人々の
ライフスタイルのあり方に変化を生み出しています。

当社は、このような環境変化に迅速に対応し、最新のIT技術の活用と柔軟な発想により、常
に新しいサービスの充実をはかってまいります。

キーウェアはこれからも、お客様に信頼されるパートナーとして、高品質で付加価値の高いソ
リューションを提供することにより、豊かで安心・安全な社会の発展に貢献してまいります。

社会インフラを支えるシステムの構築から
暮らしに役立つサービスの提供まで
最新のIT技術と発想で
豊かで安心・安全な社会の発展に貢献してまいります。

企業理念

企業スローガン

代表取締役社長

ビジネスモデルkeyCOMPASSをベースに、長年の実績を通じて培った豊富な業種・業務ノウハウと

様々なITソリューションを駆使することで、お客様を新たな成功へと導く鍵（Key）を継続的に提供してまいります。

事 業 領 域 情報技術に関する全てを事業領域とします

企 業 風 土 個人の個性と能力を発揮する事に価値を置きます

社会的役割 創造性に富んだ情報技術によってお客様の要求を超えた
ソリューションを提供し、お客様の夢・理想を実現させ、

 豊かな社会の発展に貢献します

テーマのピックアップと
絞り込み

常に快適なシステム
環境の提供

顧客満足度の高い
システムの構築

業務プロセスに合う
最適なシステム
プランニング

クリエイティブな発想で、ITの持つ無限の可能性を現実のものとします

官公庁、運輸、通信、メディア、金融、ネッ
トワーク、宇宙などの社会インフラに関わ
る分野において、お客様のニーズに応じ
たソリューションを提供します。

お客様のニーズや利用シーンに合わせて
様々な形態のサービスを提供します。

企業における様々な課題解決に寄与する
ソリューション・サービスを提供します。

異業者間精算業務

運輸事業において、
出改札業務をはじめ、
駅の収入管理業務、
他社路線との精算業
務、ICカードを利用し

た業務などのノウハウを有しています。駅
収入管理とICカードのノウハウをもとに経
営戦略的なシステムを多様な企業に提
案しています。

交通管制（ITS）および
交通局旅客案内システム

新交通管理システム
や、列車運行案内に
関するネットワークシス
テムなど、公共性の高
い交通システムのノウ

ハウを蓄積しています。また、鉄道事業にお
ける、駅のホーム用車両接近状況表示や
行き先案内表示などの情報提供システム
や列車の座席予約システムなど、旅客関
連情報のシステムノウハウを有しています。

マスメディア関連ソリューション

一刻を争うスピードと
正確さが求められるマ
スコミ業界において、
新聞広告の自動割付
や記者端末からの

ニュース配信など、定型業務ではない複
雑な業務のシステム化を実現し、特殊な
業務ノウハウを有しています。

生産性改善コンサルティング

業務内容の現状から
低付加価値業務を直
接奪い取り、さらに付
加価値の高いものへ
とダイナミックに組み

替えていく手法「生産性改善コンサルティ
ングサービス VSC」を提供しています。

ソリューションパッケージの
クラウド提供

交通広告媒体を一元
管理し、稼働率向上を
はかるクラウドサービス
「交通広告システム ク
ラウド」等、各種クラウ

ド型ソリューションを提供しています。自社
でシステム構築を行う場合に比べ短期
間・低コストで導入可能で運用コストも低
く抑えることが可能です。

ヘルスケアソリューション

健康増進に取り組む
自治体・企業を中心
に、個人の健康情報
（体温、体重、血圧、歩
数など）を記録・管理

するソリューション「健康からだコンパス 
LifeRoute（ライフルート）」を提供してい
ます。

ネットワーク事業者の顧客管理・
通信料金算出システム

一般電話、携帯電話
の通信情報、パケット
通信情報、顧客管理、
料金管理、請求管理、
収納管理等、および

基幹システムとの連動などに関する業務
ノウハウを有しています。

航空路管制・監視制御管理システム

鉄道や道路、航空など
の交通機関や移動体
通信など、全国規模で
拡がる社会インフラ
ネットワークを監視・制

御するシステムを開発しています。全体の
状況把握や管理業務、運用オペレーショ
ンが正確に素早く行え、運用者の負担を
最小限にするためのシステム開発を行っ
ています。

医療ソリューション

オーダリング・電子カル
テシステムを基盤とし、
検査部、栄養部、医事
課などの各医療部門
向けシステムから、病院

経営分析システムまでを取り揃え、病院事
務のスピードアップと効率化、病院経営の
改善に寄与します。コンサルティング・システ
ム構築・導入・運用・評価改善まで一貫した
トータルサービスとして提供しています。

ERPソリューション

製造・プロセス業／
サービス業／商社の
お客様を中心に多く
の基幹系業務システ
ムの導入実績を有し

ています。お客様の事業に最適なERP
パッケージを活用し、導入提案から構築・
運用に至るまで、一貫したサービスを提供
しています。

サービス
提供分野

ビジネス
プロセスに
関わる分野

社会インフラ
に関わる
分野

DXソリューション

デジタルトランスフォー
メーション（DX）の実
現に向けた準備フェー
ズから、最新のデジタ
ル技術を活用したビ

ジネスモデルの変革まで、最適なDXソ
リューションでお客様のさらなる企業価値
の向上を支援します。

クラウド

経営とITの
統合コンサルティング

ITコンサルティング

SaaS/ASP
ホスティング

・
ハウジング

ソフトウェア
パッケージ
販売

流通分野

メディア分野 金融分野運輸分野

通信分野

宇宙開発分野

官公庁分野

自治体分野

医療関連分野製造分野豊富な業種・
業務ノウハウ

ビジネス領域

業種・業務ノウハウとITスキルを活かしたソリューション・サービスの提供多種多様な
ITスキル

サービス提供型
ビジネス※1

プライム型
ビジネス※2

パートナー型
ビジネス※3

シ
ス
テ
ム
開
発

シ
ス
テ
ム
基
盤
構
築

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
パッ
ケ
ー
ジ
導
入

シ
ス
テ
ム
運
用・保
守

各
種
機
器
販
売

ERP／BPM

農業関連

医療・ヘルスケア関連

流通関連

交通広告

業務系

セキュリティ関連

監視・制御

EAI

ECサイト

RPA

ICT

スマートデバイス向け
各種アプリケーション

SOサービス

その他

主なITソリューション・
サービス

※1 サービス提供型ビジネス： 利用者の多様なニーズに応えるサービスを提供するビジネス
※2 プライム型ビジネス： 主に企業・官公庁を対象としたビジネス
※3 パートナー型ビジネス： 社会インフラを支える企業からの受託開発を中心としたビジネス

ネットワーク

OS

AI

FinTech

セキュリティ

認証

データベース

クラウド

仮想化

IoT

ビッグデータ

モバイル



キーウェアソリューションズを中核として、
キーウェアグループの力を結集したシナジー効果によって
全国規模でお客様に最適なソリューションをトータルに提供します。

東北支店

中部ITセンタ

福岡営業所

札幌営業所

大阪営業所

キーウェアグループ各社

本社
〒156-8588　東京都世田谷区上北沢5-37-18
TEL. 03-3290-1111（代表）　FAX. 03-3290-6741

東北支店
〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央3-2-1
 （青葉通プラザ）
TEL. 022-713-8191（代表）　FAX. 022-713-8192

札幌営業所
〒060-0807　札幌市北区北七条西1-1-5
 （丸増ビルNo.18）
TEL. 011-716-5858　FAX. 011-757-2322

大阪営業所
〒541-0045　大阪市中央区道修町3-4-10
 （損保ジャパン道修町ビル 8F）
TEL. 06-6202-3717　FAX. 06-4707-3770

福岡営業所
〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-13-21（エフビル）
TEL. 092-452-0957　FAX. 092-452-0953

〒156-8588 東京都世田谷区上北沢5-37-18
TEL. 03-3290-1111　FAX. 03-3290-6741 

https://www.keyware.co.jp

2022.12

プライバシーマーク
使用許諾事業

〒541-0045　大阪市中央区道修町3-4-10
 （損保ジャパン道修町ビル 8F）
TEL. 06-6202-3711（代表）　FAX. 06-4707-3770

中部ITセンタ
〒460-0008　名古屋市中区栄2-9-3（伏見第一ビル）
TEL. 052-220-5677（代表）　FAX. 052-220-5680

〒060-0807　札幌市北区北七条西1-1-5
 （丸増ビルNo.18）
TEL. 011-757-8551（代表）　FAX. 011-757-2322

品質マネジメントシステム
登録事業者

JISQ9001:2015

情報セキュリティ
マネジメントシステム登録事業者

JISQ27001:2014

環境マネジメントシステム
登録事業者

JISQ14001:2015

〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-13-21（エフビル）
TEL. 092-452-0950（代表）　FAX. 092-452-0953

〒105-0014　東京都港区芝3-24-21（三和ビル）
TEL. 03-5443-3551（代表）　FAX. 03-5443-3561

〒156-8588　東京都世田谷区上北沢5-37-18
（キーウェアソリューションズ株式会社本社内）
TEL. 03-6479-7167（代表）

オーガル

〒156-8588　東京都世田谷区上北沢5-37-18
TEL. 03-3290-2501（代表）　FAX. 03-3290-2509

〒020-0022　岩手県盛岡市大通3-3-10
 （七十七日生盛岡ビル 2F）
TEL. 019-651-1850（代表）　FAX. 019-651-1709

オーガル

クリエイティブな発想とITの力で
お客様に無限の可能性を
提供し続けてまいります。

サービス
提供分野

ビジネス
プロセスに
関わる分野

社会インフラ
に関わる
分野

C O R P O R A T E  P R O F I L E


