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参画実績

高度な技術と知識で安心と信頼を提供します。
スマカン株式会社では、金融分野を始め、公共分野や製造・流通・サービス分野のほか、
先端テクノロジー(DX,AI)など、あらゆる業界のニーズに応じたソリューションを提供します。

フロントビジネスからバックヤード業務まで、金融分野におけるこれまでの実績と専門知識で、
市場変化の速い金融証券ビジネスを強力にサポートします。

高い専門知識と高度な技術が求められる金融分野において、
基幹業務を支えるさまざまなソリューションを提供しています。

グローバルオペレーション支援システム

証券取引システム 市場系システム

生命保険システム銀行情報系システム

証券営業系システム

外国為替システム

債権管理（有価証券）分野
売掛金や入金管理と回収効率の向上を
実現するソリューションを提供します。

リスク管理分野
金融分野での知識と運用経験によって、
金融リスクの課題解決を支援します。

生命保険分野
営業員向け、窓販対応、新商品対応など、
競合に勝つソリューションを提供します。

トレーディング分野
安心・迅速なトレーディング業務を支える
基盤システムの開発・運用を支援します。

統合情報分野
お客様が本来のビジネスに注力できるよう、
バックヤード業務を支えます。

損害保険分野
基幹である契約管理や徴収計上から、
情報系まで幅広い業務を支援します。

システム開発ソリューション



自治体･公共ソリューション
多様な働き方が広がる社会において、政府・自治体に求められる行政サービスにも
柔軟な対応が必要となっています。
豊かな暮らしを支える社会情報システムの課題解決へ向けて、高度な情報技術と
サービスで貢献します。

地方税納税システム
地方税納税に関する業務における安全・
確実な運用を支えます。

子育て支援システム
地域社会に根付いた子育てに関する
運用を支援します。

介護支援システム
多忙な介護に関する各種業務を管理し、
現場の負担を低減します。

社会福祉系システム
セーフティネットの充実へ向けた、課題
解決への取り組みをサポートします。

災害・防災システム
災害情報や防災情報の社会への発信に
際して、業務の効率的な運用を支えます。

デマンドレスポンスシステム
需要と供給のバランスの最適化を行い、
安定した電力供給を実現します。

参画実績

製造・流通・情報サービスソリューション
今や各種産業は単独で運用されるものではなく、さまざまな分野のソリューションと
接続され社会を支えています。
スマカン株式会社は、創業以来、数々の分野で得た高い専門性と最新のICTにより、
持続可能な社会インフラを実現するソリューションと多彩なサポートを提供します。

サプライチェーンマネジメント
業務プロセスの最適化を実施し、物流シス
テムの安定的な運用を支援します。

旅客業ネット受付システム
旅行プランに合わせた柔軟な対応が可能で、
煩雑な旅行業務の効率化を実現します。

電子決済システム
さまざまな決済方法に対応し、安全・確実な
取引の実施を支援します。

経営情報ダッシュボード
経営に関するあらゆる情報を可視化し、
迅速なビジネス判断をサポートします。

セキュリティ脆弱性管理システム
企業で定めるセキュリティポリシーに
沿った脆弱性評価の運用を実現します。

製造実行システム（MES）
各種ラインシステムと連携して、製造工程の
プロセス管理を実現します。

参画実績

システム開発ソリューション



株式会社NTTデータSMS
株式会社NTTデータエマーズ
NTTデータカスタマサービス株式会社
株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ
株式会社NTTデータCCS
NTTデータ先端技術株式会社
株式会社NTTデータ ニューソン
株式会社NTTデータビジネスシステムズ
NTTデータマネジメントサービス株式会社 
株式会社JSOL
NTTコムウェア株式会社
日本電気株式会社
NECソリューションイノベータ株式会社
NECネクサソリューションズ株式会社
株式会社日立製作所
株式会社日立ソリューションズ
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
株式会社日立ソリューションズ東日本
株式会社日立ドキュメントソリューションズ
株式会社日立産業制御ソリューションズ
日立GEニュークリア・エナジー株式会社
株式会社日立システムズエンジニアリングサービス
日鉄日立システムエンジニアリング株式会社
株式会社コムニック
富士通Japan株式会社
富士通Japanソリューションズ東京株式会社
富士通エフサスシステムズ株式会社
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
日本情報通信株式会社
エヌアイシー・ソフト株式会社
株式会社野村総合研究所
NRIプロセスイノベーション株式会社
SCSK Minoriソリューションズ株式会社
TIS株式会社
TISソリューションリンク株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
丸紅ITソリューションズ株式会社
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
日商エレクトロニクス株式会社
キヤノンITソリューションズ株式会社
キヤノン電子テクノロジー株式会社
住友電工情報システム株式会社
明治安田システム・テクノロジー株式会社
アクセンチュア株式会社
株式会社インテック
クオリカ株式会社
株式会社電通国際情報サービス
株式会社ISIDインターテクノロジー
株式会社DTS
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
トランスコスモス株式会社
株式会社アイネス
富士ソフト株式会社
サイバーコム株式会社
株式会社ミライト
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
イデア・コンサルティング株式会社
株式会社ISTソフトウェア
アイエックス・ナレッジ株式会社
株式会社Pro-SPIRE
株式会社HBA
株式会社SRA
株式会社NSD
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
テックスエンジソリューションズ株式会社
キーウェアソリューションズ株式会社
株式会社北見コンピューター・ビジネス
株式会社クレスコ
KCCSモバイルエンジニアリング株式会社
株式会社日テレITプロデュース

AGC株式会社（旧旭硝子）
パイオニア株式会社
日野自動車株式会社
日野コンピューターシステム株式会社
株式会社スクウェア・エニックス
株式会社JTB
株式会社エイチ・アイ・エス （HIS）
株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス
株式会社JALカード
株式会社エヌ・ティ・エス
株式会社シー・エス・イー
株式会社CIJネクスト
株式会社シーエーシー
株式会社システナ
株式会社システムデザイン
情報技術開発株式会社
TDCソフト株式会社
株式会社TOKAIコミュニケーションズ
株式会社東邦システムサイエンス
ビジネスエンジニアリング株式会社
株式会社トスコ
日本システムウエア株式会社
日本ソフトウエア株式会社
ハマゴムエイコム株式会社
PCIソリューションズ株式会社
横河ソリューションサービス株式会社
株式会社テトラ・コミュニケーションズ
ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社
日本コンピューターサイエンス株式会社
北陸電話工事株式会社
スパイダープラス株式会社
モーニングスター株式会社
株式会社ビジネスブレイン太田昭和

主なお取引先 ※このほか、多数の企業様との取引実績がございます。

さまざまな技術領域で得た経験と技術で、新たな社会ニーズに向けた
事業課題を解決するソリューションとサービスをワンストップで提供します。

AWS / Salesforce 
Azure / VMware

etc...

Hybrid Cloudintra-mart
Spring / Struts 
JavaEE / etc...

フレームワーク

Cisco / BIG-IP 
Juniper / NOKIA 
YAMAHA
etc...

ネットワーク
構築

Oracle / SQL 
JBoss / Db2
JP1 / etc...

ミドルウェア
構築

ERP開発
SAP / Oracle / Biz∫ 
Microsoft Dynamics

etc...

Java / PHP / Ruby 
Python / COBOL 
iOS / Android

etc...

アプリケーション
開発

IoT / AI / RPA 
FinTech / 
HRTech / 
etc...

先端
テクノロジー



情報の可視化と人事評価によって戦略的な組織づくりを
支援するタレントマネジメントシステムです。

満足度･カスタマイズ性･導入しやすさ

人材データベース 組織図 ダッシュボード 人事評価 目標管理

アンケートクロス分析甘辛調整 テンプレート 権限管理

タレントマネジメントシステム



導入しやすさ カスタマイズ性選ばれる『No.1』の
クラウド人事システム

自社の人材の強みや傾向を把握することで、自社に合った
人材の採用計画に活用いただけます。

さまざまな角度からデータを収集し、人材情報の効果的な
運用によってエンゲージメントを高めます。

個人のスキルアップやマネジメントの効率化、経営方針を
理解した上での教育研修などに役立てることができます。

人材情報を分析することによって、経営課題の原因を
特定し、戦略的な人材の適材配置を実現します。

目標に対する進捗状況や評価もクラウド上で管理でき
るため、テレワーク中でも業務の効率化が可能です。

紙やExcel、各システムに分散した人材データを一元管理。
自社専用の人材データベースを自由な形で設計できます。

タレントマネジメントシステム



・非常勤職員等の共済組合制度の適用拡大に対応
・共済システムとの連携が可能
・遡及情報との比較による自動計算･日割計算へ対応

・人事院勧告・法改正に対応
・臨時特例や人事院勧告に対応
・各種チェックツールを提供し、お客様の
確実・効率的な業務をサポート

柔軟なカスタマイズに対応

導入コンサルティング

お客様の業務に精通した
サポートチームが対応

導入後のサポート

公的機関に特有な処理をカバーしながら、
変化する人事制度への対応や人材管理への対応など、
業務特化と汎用性を高いレベルで両立させた運用を実現します。

660社を超える公務員向けの導入実績

公的機関と共に歩んだ30年の信頼と実績

人事給与
基本機能
人事給与
基本機能

人事評価人事評価

諸手当申請諸手当申請 年末調整
電子化
年末調整
電子化

非常勤職員
共済対応
非常勤職員
共済対応

給与明細
源泉徴収票
給与明細
源泉徴収票

自治体・独立行政法人向け 人事給与統合ソリューション

官公庁･自治体･独法･公立機関等
660機関を超える機関で導入。

国立大学･国立高専機構など

*スマカンシリーズを含む



保険料控除申告書、扶養控除申告書の電子申請を
行うことができます。

・保険料控除申告書
・扶養控除等申告書
・配偶者控除等申告書
・住宅借入金等特別控除申告書

・基礎控除申告書
・所得金額調整控除申告書
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書

■対応する主な申告書と証明書

正規職員や臨時雇用職員などだけでなく、団体･
組織に出入りするヒトの情報を一元的に管理する
ことができます。

■各システムとのスムーズな連携
過去履歴も含め構成員1人につき1つのIDを用いて、重複の
ない構成員情報を管理します。
職員証発行システム、グループウェアなど組織内で稼働
する各システムと連携して構成員管理業務を支援します。

各種諸手当の申請や認定結果情報の照会を 
Web上から行えます。

諸手当や、結婚･出産、異動などの各種届出のほか、申請状況の
確認、結果の照会等ができます。
申請はウィザード形式になっているので、項目を選択して
いくだけで適切な申請手続きを行うことができます。

■ウィザード形式でミスのない申請

ウィザード形式で簡単に申請することができます。

各種明細は、Webからいつでも確認することができます。

Web上で給与明細や源泉徴収票を照会
することができます。

給与明細の表示以外に源泉徴収票も（PDF）照会できます。
また、内訳表示機能（オプション）では、従来の給与明細書では
確認できない特殊勤務手当の詳細内容が閲覧できます。

■給与明細票・源泉徴収票・特殊勤務手当内訳の表示

■

■
給与計算のほか、各種手当情報と控除情報の管理機能を実装しており、給与
計算と並行して共済･社保の月変算定や共済システムへの連携処理を行う
ことができます。

公的機関特有の発令処理に対応しながら、人事異動通知書や人事記録への
記載だけではなく、人事データベースとしての機能を備えています。　

公的機関特有の人事情報機能と給与規則に準拠した
給与計算機能を提供します。
人事情報機能

給与計算機能

人事給与総合ソリューション



常勤・非常勤を始め裁量労働や変形労働、交替勤務や
テレワークなど、多様な勤務状況に対応します。

休暇日数は給与規程を基に自動算出され、休暇期間は、
1日、半日、時間、分単位で柔軟に設定可能です。

超過勤務状況は色付きで可視化され、職員の負荷状態を
ひと目で確認することができます。

公務員の多様な就業形態に対応した『働き方改革』を支える就業管理システム

人事院勧告や法改正対応といった公務員の勤務規則に最適化された機能を標準実装。
日次・月次の処理やエラーチェックの自動化により正確性を高め、日 の々労務管理業務の
負担を低減します。

超過勤務の警告値に応じたアラートを表示

公務員特有の多様な勤務形態へ対応

男性育児休暇申請を始めとする育児･介護休業の取得
要件の緩和や、不妊治療にも適用される両立支援等
助成金などにも対応します。

自治体・独立行政法人向け就業管理システム



就業管理機能 (抜粋）■
分類 機能例
勤務実績管理 就業打刻、勤務実績登録･承認、超過勤務命令*、各種申請、超勤時間計算、シフト作成*、予定作成、

勤務パターン登録、超過勤務警告管理、変形労働時間設定、フレックスタイム設定、在宅勤務対応
休暇管理 年５日時季指定（計画年休）、年次有給休暇･特別休暇申請･承認、多段階承認、休暇残日数自動計算（年休･特休）、

年休自動付与･手動調整、休暇申請帳票出力、計画的年次休暇･夏季休暇一括付与*
その他 各種帳票出力、勤務データ分析
給与連携 発令情報連携、カレンダー連携、勤怠CSV作成、月次集計完了*、組織図･人事データ連携、給与データ連携
セキュリティ システム権限設定、承認権限設定、パスワード管理*
オプション ICカード打刻対応

※印はメール通知設定が可能

標準 PCのほか、タブレットやスマートフォンなど、マルチ
デバイスに対応。
リモート環境から出退勤の打刻､休憩時間の設定や休暇
申請･承認など一連の操作が可能です。

打刻や在宅勤務登録などモバイル機器からも操作可能

申請者・承認者・管理部門など詳細な権限設定が可能。
また承認経路についても、組織をグループ分けして代理承
認者を立てたり、代理承認者に対して個別に権限を付与
したり、さまざまな承認者の設定が簡単にできます。

承認者 本人

勤怠
管理者

管理者
給与担当者

休暇申請 出勤打刻

勤務登録

退勤打刻

超過勤務指示

超過勤務確認

部署別統計

月次締め

月次データ作成

給与計算処理

月次締め確認

勤務認証

休暇認証

組織に合わせた柔軟な承認設定が可能

PCやモバイル端末での打刻のほか、ICカードリーダーと
の連携で、IC型の職員証や定期券での打刻を実現します。
勤怠情報はリアルタイムで集計することが可能なので、勤
務状況をすぐに把握することができます。

ICカード対応で打刻漏れを防ぎます

IC

『働き方改革』へ向けた柔軟な就労形態を実現する、変形
労働時間やフレックスタイムの設定に対応します。
設定は1日単位から可能で、部署ごとに対象者を一覧で
確認することもでき、超過時間や連続勤務のチェック機能も
あるので多様な就労形態を効率的に管理できます。

対象期間やコアタイムも自由にと設定可能

就業管理システム



内閣人事局･人事院発表の人事評価マニュアルに準拠した、公務員のための
人事評価システムです。 

目標･面談記録の
入力

目標･面談記録の
入力

面談･指導内容の
入力

面談･指導内容の
入力

進捗･助言等の
入力

進捗･助言等の
入力

評価の
入力
評価の
入力

上長評価の
入力

上長評価の
入力

評価結果の
通知

評価結果の
通知

苦情･調整内容の
入力

苦情･調整内容の
入力

面
談

目
標
設
定

期首

業
務
遂
行

業
務
把
握

期中

自
己
申
告

評
価･

確
認･

調
整

評
価
結
果
の
開
示

評
価
面
談

指
導･

助
言

評
価
へ
の
苦
情･

調
整

再評価･再調整

期末 それぞれの評価プロセスでの評価内容や
フィードバック内容を可視化することで、
正しい評価とコミュニケーションの共有に
より、組織の活性化と共に公務能率の
向上を促進します。

人事評価や目標管理といったタレントマネジ
メントに必須となる機能に加え、スキル管理や
アンケート機能など、職員の評価･育成･管理に
関するさまざまな機能の提供により、評価と育
成の両立を実現します。

・承認経路（ワークフロー）を自由に設定可能です。
・各種評価シートを作成いただけます。
・評価状況は一覧から簡単に確認できます。
・相対調整、甘辛調整などの評価調整が行えます。
・Export機能により、給与システムやその他のシステ
ムと連携できます。

・進捗状況やコメント記録により、目標達成までの取り
組みを把握できます。
・教育研修機能(実装予定)で育成状況を可視化します。
・適材適所を組織シミュレーションで確認できます。
・人材の傾向を洗い出し、育成計画や採用計画に役立
てることができます。

マネジメントマネジメント

人事評価人事評価
人材育成人材育成

相乗効果による
組織パフォーマンスの

向上

相乗効果による
組織パフォーマンスの

向上

公務員向けタレントマネジメント・ソリューション

～

＜倫理＞
1．国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取
り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

①責任感︓国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持っ
て取り組む。

②公正性︓服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

＜企画・立案、事務事業の実施＞
2．組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の
中核を担う。

①知識・情報収集︓業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。
②事務事業の実施︓事案における課題を的確に把握し、実務担当者の中核となっ
て、施策の企画・立案や事務事業の実施を行う。

③成果認識︓成果のイメージを明確に持ち、複数の選択肢を吟味して最適な企画
や方策を立案する。

・職務を行う上での必要な知識や技術を持ち、職務に活用して
いるか

・自己研鑽に努め、身につけた知識や技術を、研修等で他の職
員に教えることができるか

・職務の目的を正しく理解し、職務を遂行できているか

・合理的な根拠に基づいた、実効性のある施策の立案ができる
　か

・広い視野と洞察力を持って、職務上の問題に対する解決策を
　立案できるか

・組織の一員として規律を守り、常に公務員である自覚を持ち
職務遂行を心がけているか

・職務に対して前向きな姿勢で取り組み、常に意欲的な態度で
職務を遂行できているか

・公平中立な立場を理解し、利害の対立がある関係であって　
も、問題解決に向け職務を遂行できるか

・あらゆる事態を想定し、常に準備を怠らないようにしている
か

・失敗を恐れず、新しいことにもチャレンジできているか

令和４年度　評定結果本人開示書

評定結果本人開示書自己採点シート目標管理シート人事評価記録簿

※下記は一部書類フォーマットの再現例となります。



スマカン BPOは、日本全国の300社を超える公的機関の人事給与業務の効率化を
支えてきた実績からトータルな視点で課題解決を支援し、お客様の企業価値向上を
お約束します。

業務の効率化やコスト削減を実現

膨大なデータ入力や事務処理業務を BPO する
ことにより、業務効率の改善とコストカットを実現
します。

・全国リモート対応
・ペーパーレス化支援
・教育コストの削減
・法改正などに随時対応

・事務センター業務
・データ入力
・総務事務
・個人情報管理

・最小限の人材ミスマッチ
・豊富な情報量
・内容重視の就職相談
・多くの取引実績

・専門領域のアドバイス
・ニッチ業界の紹介
・非公開求人の紹介
・社員研修

豊富なデータからベストマッチを探る人材紹介、
研修プログラムの作成や効果測定など、企業に合
わせた新入社員研修をご提案いたします。

企業の業務実態に合わせた独自の営業ノウハウ
を駆使し、お客様対応や営業活動における高い成
果を提供します。

・全国リモート対応可能
・最小限の初期投資
・営業力アップで売上向上

・問い合せ / クレーム対応
・スケジュール調整
・架電 / アポ獲得
・疑義照会 / 確認発信

・労働力不足の改善
・人件費削減
・商品破損率の激減
・データ管理

・梱包 / 配送
・保管 / 在庫管理
・配送状況の管理

■サービスの特長 ■主な業務■サービスの特長 ■主な業務

■サービスの特長 ■主な業務 ■サービスの特長 ■主な業務

徹底した業務の効率化により、社員の皆様が社内
コア業務に注力できる環境を整え、高品質で信頼性の
高い配送･管理サービスを提供しています。

コンタクトセンターが必要だが
自社で運用できるか不安だ

事務データが多くて社員だけ
では処理しきれない

大規模な販促活動を万全の
態勢で実行したい

業務効率の改善とコスト削減を
同時に実現したい

BPO(業務代行)サービス



官公庁
国土交通省
文部科学省
文化庁
復興庁
原子力規制庁

地方自治体
宮城県
三重県
恵庭市
釧路市
仙台市
栃木市
牛久市
標津町

警察組織
福岡県警察

独立行政法人
国立病院機構（全142病院に導入）
国立高等専門学校機構（全51校に導入）
大学入試センター
日本学生支援機構
日本学術振興会
大学改革支援・学位授与機構
国立特別支援教育総合研究所
国立青少年教育振興機構
日本スポーツ振興センター
国立文化財機構
国立美術館
国立公文書館
国際協力機構
国際農林水産業研究センター
農林水産消費安全技術センター
労働政策研究・研修機構
工業所有権情報・研修館
勤労者退職金共済機構
水産研究・教育機構
森林研究・整備機構

理化学研究所
医薬基盤・健康・栄養研究所

地方独立行政法人
宮城県立こども病院
山形県・酒田市病院機構
市立秋田総合病院

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
自然科学研究機構
情報・システム研究機構
高エネルギー加速器研究機構

国立大学院大学
政策研究大学院大学
総合研究大学院大学
北陸先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学

国立大学法人
北海道大学
室蘭工業大学
小樽商科大学
帯広畜産大学
旭川医科大学
北見工業大学
秋田大学
東北大学
新潟大学
長岡技術科学大学
上越教育大学
富山大学
茨城大学
筑波大学
筑波技術大学
群馬大学
東京外国語大学
東京学芸大学
東京農工大学

東京大学
一橋大学
東京藝術大学
福井大学
信州大学
愛知教育大学
名古屋工業大学
豊橋技術科学大学
和歌山大学
滋賀大学
滋賀医科大学
奈良女子大学
奈良教育大学
京都大学
京都教育大学
京都工芸繊維大学
大阪大学
大阪教育大学
神戸大学
兵庫教育大学
鳥取大学
山口大学
鳴門教育大学
香川大学
愛媛大学
大分大学
宮崎大学
熊本大学
長崎大学
佐賀大学
鹿屋体育大学
琉球大学

公立大学法人
兵庫県立大学

私立大学
産業能率大学
帝京大学

導入実績



株式会社味の素コミュニケーションズ
味の素AGF株式会社
三国コカ・コーラボトリング株式会社
ヤマト科学株式会社
住友三井オートサービス株式会社
株式会社JTB
日本コンベンションサービス株式会社
株式会社ミキモト
株式会社ミクシィ
株式会社インフォセンス
日本電波工業株式会社
株式会社ＩＨＩターボ
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
株式会社ビバホーム
横河電気株式会社
中央システム株式会社
シチズン時計株式会社
株式会社豊通エレクトロニクス
AJS株式会社
濃飛倉庫運輸株式会社
岡谷エレクトロニクス株式会社
日本毛織株式会社　　　　　　

その他の法人・団体・組織等
一般財団法人 日本食品検査
一般財団法人 日本海事協会
一般財団法人 魚沼市医療公社
社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会
社会医療法人 宏潤会（大同病院）
国立教育政策研究所
宮城県商工会連合会
大阪広域水道企業団
仙台厚生病院
京都大学医学部附属病院

※その他、多数の企業・団体等で採用されています。
※2022年現在（過去実績含む）

法人企業
株式会社日本取引所グループ
日立金属株式会社
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社
雪印メグミルク株式会社
ブラザー工業株式会社
前田建設工業株式会社
第一環境株式会社
三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社
株式会社野村総合研究所
ＮＲＩシステムテクノ株式会社
CTCシステムマネジメント株式会社
キョーリン製薬ホールディングス株式会社
株式会社アシスト
株式会社アドバネクス
株式会社キングジム
株式会社EPクロア
イーサポートリンク株式会社
日本電波工業株式会社
国際紙パルプ商事株式会社
ディーブイエックス株式会社
株式会社EP綜合
株式会社税務研究会
株式会社北洲
日亜化学工業株式会社
ダイハツ工業株式会社
松竹株式会社
北海道電力株式会社
日立キャピタル株式会社
株式会社日本総合研究所
エバラ食品工業株式会社
株式会社ニトリ
カシオ計算機株式会社
武田薬品工業株式会社
株式会社ニチイ学館
株式会社TOKAIホールディングス
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社



180-6001904.22

〒140-0013 東京都品川区南大井6-26-2 大森ベルポートB館8F
TEL: 03-5762-8145（代表）　 FAX: 03-5762-8146

https://smartcompany.jp
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