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ロゴに記載された『Powers Business across Borders』とは
1972年の創業時から掲げている企業理念です。

このフレーズには、

企業理念に基づいた当社の行動規範および企業活動によって、
達成に貢献できると考えているSDGs目標は次の通りです。

１．Globalに力を結集してビジネスをしていこう。
２．国籍を問わず、『平等の精神』を貫こう。
３．常に海外に目を向けてビジネスを展開していこう。

の意味が込められており、
創業の精神は50年経った今も変わりません。

企業理念・創業の精神

SDGsへの貢献

●健康と平等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●人材育成・産業発展・・・・・・・・・・・・・・・

●働きがいと経済成長・・・・・・・・・・・・・・・
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企業情報

沿　　革

会社概要

社 名

所 在 地

設 立

資 本 金

従業員数

役 員

株式会社インフォーテック

東京都千代田区西神田三丁目1番6号  
日本弘道会ビル2階

1972年

97,000,000円

62名（2022年3月現在）

代表取締役社長　　塩月　博文

取得認定
規 定 等

ISMS取得（ISO27001）

プライバシーマーク認証取得

一般労働者派遣事業　
許可番号：派13-030009

●SMBC 日興証券株式会社グループ様
●さくら情報システム株式会社様
●日総工産株式会社様
●富士通株式会社グループ様
●住友林業株式会社グループ様
●大日本印刷株式会社グループ様

●リコージャパン株式会社グループ様
●株式会社エスイーシー様
●株式会社NTTデータグループ様
●株式会社JOE様
●株式会社SIGEL様
●株式会社デンソー様

●株式会社SCSK様
●株式会社日立製作所グループ様
●株式会社東芝グループ様
●株式会社JTBグループ様
●株式会社ニコングループ様
●株式会社プロシップ様

主要取引先

セル・インフォーテック
に改称 1997年

インフォーテック
設立 1972年

インフォーテック
に改称 2006年

日興システムソリューショズ
資本提携 2007年

アイフィスジャパン
グループ会社化 2012年

創立50周年 2022年11月

通産省向けシステム納入1979年

Computer Aided Instruction（CAI)開発開始1981年

PC教材（CD-ROM)
「英語で英語に強くなる」、「日本語入門」販売開始1991年

CADソフト「DRAFIX」販売開始1998年

会計ソフト「atCom　financial」販売開始2003年

ISMS認証取得2008年

VB Migration Partner
販売開始2009年

Pマーク認証
取得2016年
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①業務アプリケーション開発実績
経験豊富なSEが多く在籍し、多様なアプリケーションの設計、開発が可能です。
特に、基幹業務アプリケーション、その中でも人材管理アプリケーションは経験と知見の深度において、高いご評価をいた
だいています。

インフォーテックの強み

インフォーテックの特徴

②レガシーからモダンアプリケーション開発まで
開発モデルの最適化は勿論の事、開発言語もScalaやGroovyなどを積極的に用いることで、開発期間の短縮やプロジェ
クトの複雑さの軽減を図っています。

③情報セキュリティ事故ゼロ
ISMS、プライバシーマークを取得し、高いセキュリティ意識とマネージメントシステムにより、情報セキュリティ事故ゼロ
を持続しています。

④働きやすい職場環境
フレキシブルタイム制度、在宅勤務制度、時短勤務制度をはじめ働きやすく、働き甲斐のある職場を目指して、仕事と介護
の両立推進も行っております。その為、ソフトウェアの開発から保守まで同じチーム/技術者が長期に渡って対応出来ます。

主要技術

ロードマップ

種別 開発言語 延べ人数 関連ツール 等 OS/ブラウザ DB

Web/業務系

Web系/アプリ系

業務系

組込系

Scala
Groovy
Java
C#

VB.NET
PHP
Python

Dart
Swift

Java、Kotlin

5
5
20
20
10
15
5

Play、Gitlab
Grails、Gradle
Spring、Hibernate、JasperReport
ASP.NET、ActiveReports
Spread、Inputman
CakePHP、Lalavel
Django

Windows
Linux/Unix

IE
Chrome
FireFox
Edge
iOS

Android

Oracle
SQL_Server
PostgreSQL
MySQL

Windows
Linux、
VxWorks

PSQL

Javascript 15

2
2
5

MATLAB、Simlink

Magic xpa

10

2

C、C++

dbMAGIC

Jquery、Veu.js、React.js
ReactNative
Flutter
Xcode
AndroidStudio、IntelliJ



4

動画像圧縮伸長技術であるMPEGに準拠したシステムLSIを制御するマイコン
の組込ソフト開発や、車載ソフトウェアの標準仕様「AUTOSAR」に準拠した
AUTOSARベーシックソフトウェア（BSW）のMCAL層に対応したマイコンの
組込ソフト開発を行っています。

組込ソフト

情報系システム／基幹システム開発

Webアプリ／スマホアプリ開発

主な開発実績
●デジタルVHS（D-VHS）レコーダ製品
●DVDレコーダ製品
●Blu-rayレコーダ製品
●パソコン向けキャプチャボード製品
●その他レコーダ製品
●ボディー向けECU MCAL層ソフトウェア
●パワートレイン向けECU MCAL層ソフトウェア
●HEV/EV向けECU MCAL層ソフトウェア

ソフトウェア開発

主な使用技術
●C言語/C++
●アセンブリ言語
●その他（Perl等）
●統合開発環境
●Windows,Linux,
　Windows Media Center

車載組込み
ソフト

 MATLAB
Simulink

C/C＋＋
プログラ
ミング

モデリング/
オブジェクト
指向開発

AUTOSAR

Automotive
SPICE

 Linux/
iTORON/
Vworks

特徴
●ソフトウェア受託開発の経験が豊富な営業、SEが連携してご提案
●スクラッチ開発だけでなく、オープンソース等を利用して開発ボ
リュームを削減
●業種、業務に強いSEが機能要件だけでなく、非機能要件も加味
したシステム開発
●システム導入後の運用もイメージしたシステム開発
●対象システムに合せて、開発効率の高い開発手法、言語等を選定
したシステム開発

主な開発実績
●金融系システム：外為、商品先物、資金証券、証券バックオフィスシステム　等
●情報系システム：SFA、ポータルサイト（一般/文教）、金利計算システム　等
●業務系システム：就業、採用、給与、販売、会計、顧客管理、部数集計システム　等

主な開発実績
●情報系システム：会員向けポータルサイト
●業務系システム：勤怠管理システム、車両運行管理システム　等

特徴
●Vue.JSやReact等を用いて、SPA（Single Page Application）
でUI/UXに優れたWebアプリケーションの開発
●ネイティブアプリの開発は主にiOS、Android両方に対応できる『ハ
イブリッドアプリ（React NativeやFlutter 等）』を用いたアプリ
ケーション開発

スピーディーに、且つ柔軟な対応を目指した受託開発を行っております。
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証券のお客様を中心に金融系の基幹システムや情報系システム
につきまして要件定義から、設計、製造、運用・保守まで、お客様
先に常駐する形でサービスを提供させていただいております。

「VB Migration Partner(VBMP)」を使用した、Visual Basic 6.0からVB.NETへのマイグレーションサービスを行って
います。
VBMPはVisual Studio 2005のアップグレードウィザードより約8倍も高速な変換が可能です。オフショアを使ったス
クラッチ開発よりも少ない費用と時間で、使い慣れた操作性を継続できたなど、お喜びの声を多数いただいています。

マイグレーションサービス

金融系アウトソーシングサービス

2
Point

1/3

工期の削減

1
Point

1/5

設計・開発費用の削減

フルスクラッチ開発と比べコストを
最大1/5まで軽減できます。

その他・サービス

設計書の整備や要件定義の工程は
不要です。期間を1/3まで短縮でき
ます。

不要

マニュアル作成・教育費の削減

開発期間開発費用 マニュアル作成・教育

3
Point

操作性が変わらないためマニュ
アル作成や教育が不要となります。

アノテーションサービス

対象カテゴリ
ＡＩの性能向上の為、様々なアノテーションを実施致します。
お客様からお預かりした映像（画像）に映っている自動車や歩行者などに対してアノテーションを行ってい
ます。
また、アノテーション付与に留まらず、撮影などの作業や、大量データを処理する為のシステム構築などに
ついてもご支援することも出来ます。

ツール開発 通常はCVATや、VoTT等のツールを使用してアノテーションを行いますが必要に応じて、カスタマイズや、
独自ツールの開発なども行いまして機械学習に必要なデータをインフォーテックが作成致します。

作成データ
自動運転関連
●撮影作業（国内、海外）
●撮影データに対しての仕分作業
●アノテーション付与（自動車、歩行者、標識 等）

人物行動関連
●撮影作業（シーン撮影）
●撮影データに対しての仕分作業
●アノテーション付与（人物特徴点、人物ID追跡 等）

【実績】ライセンス販売：約80社120ライセンス
マイグレーションサービス：約30案件(年間3～4案件)

更には、Flashのサポート終了に伴い、FlashからHTML5/ASP.NETへのマイグレーションサービスも行っています。



株式会社 インフォーテック 
〒101-0065 東京都千代田区西神田三丁目1番6号 日本弘道会ビル２階
TEL：03-6825-4401  FAX：03-6825-4402 https://www.infortech.co.jp


