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CORPORATION DATA 

1998.10.12 有限会社電脳工房設立(松山市) 

1998.11 本部事業所設立(多摩市) 

2004.4 川崎事務所開設(川崎市) 

2004.11 本部事業所移設(西新宿・新宿パークタワー) 

2009.1 株式会社ヴァンガードテクノロジーに改名創業 

2011.6 川崎本社設立（川崎市） 

2012.2 プライバシーマーク取得 

2013.5 GSL（グリーンサイトライセンス）加盟 

2014.1 プライバシーマーク更新 

2015.2 ＩＴ講演会実施 

2015.4 新卒地方採用開始 

2015.7 東京事業所開設（西新宿・第三梅村ビル） 

商号 株式会社ヴァンガードテクノロジー 

所在地 
〒163-1030 
東京都新宿区西新宿区3-7-1 新宿パークタワーＮ30階 

ＴＥＬ 03-5326-3497 

ＦＡＸ 03-5326-3001 

代表取締役 清水 賢吾 

専務取締役 大野 裕之 

常務取締役 石垣 潤也 

取締役執行役員 田中 裕志 

取締役執行役員 富永 和宏 

設立 1998.10.12 

資本金 10,000,000 

授権資本金 40,000,000 

主要取引銀行 
みずほ銀行 新宿西口支店  多摩支店 
愛媛信用金庫  川崎信用金庫   

ＵＲＬ http://www.vantec.biz 

Eメール info@vantec.biz 

会社概要 

沿革 主要取引先 

・ＪＦＥシステムズ株式会社 

・株式会社コンシスト 

・株式会社日本ブレーン 

・セコムトラストシステムズ株式会社 

・株式会社フォーバルテレコム 

・コムウェア株式会社 

・株式会社アイティーアスト 

・Tech Fun株式会社 

 他 

ソフトウェアの開発環境も年々多様化、高度化し、開発ニーズもより細かい分野に浸透しつつありま
す。このような社会的背景のもと我々の役割は、より信頼性の高いシステムを構築し、より安定したシ
ステムの運用を行うことが必要とされるでしょう。 
私たちは設立以来、各方面からのニーズにお応えし、システム開発の担い手として厚い信頼と高い
技術評価を得てまいりました。今後はより高度な情報化社会の到来に備えて広範囲にわたる分野
における知識の集積と新しい技術の修得に努め、社会の役に立つよう邁進してまいります。 
社員個人個人にはそのような仕事ができる喜びを感じ、常に謙虚な姿勢で社会貢献ができる幸せ
を感じて欲しいと思っております。 
これからも世の中はもっともっと便利になっていくでしょう。当社もその未来社会作りの一端を担い、
利他主義のもと責任を持って社会貢献を目指してまいります。 

代表取締役  清水 賢吾 

ご挨拶 



我々は、 

各種サービスを 

ご提供し 

お客様業務を 

ご支援いたします。 

営業推進部 

第一システム部 

第二システム部 

営業管理部 

人事育成事業部 

ＥＲＰ事業部 

事業内容 

営業推進部 

取引先への 
技術者斡旋 
・派遣 

取引先との 
事業契約 

新規取引先の 
開拓 

第一システム部 

汎用系 
ソフトウエアの 
設計開発 

汎用系 
インフラシステムの

設計開発 

汎用系 
情報技術者の養成、
教育指導・サポート  

第二システム部 

オープン系 
ソフトウエアの 
設計開発 

オープン系 
インフラシステムの

設計開発 

オープン系 
情報技術者の養成、
教育指導・サポート 

営業管理部 

ホームページ 
作成・運営管理 

ＳＮＳ案件 
受託開発管理 

Ｅコマース案件受託
開発管理 

ＥＣサイトの 
運営管理  

人事育成事業部 

技術 
エデュケーション 

サポート 

社員研修及び 
新人社員の 

育成指導・サポート 

各種言語の 
講習指導・サポート 

個人情報の 
取扱講習 

専門学校向け 
ＩＴ講演会 

ＥＲＰ事業部 

ＳＡＰシステムの 
開発・保守 

ＳＡＰ技術者の養成、 
教育指導・サポート 

私たちヴァンガートテクノロジーは６部門でお客様にサービスをご提供します。 



システム導入のメリット 

効率化 

煩雑な集計を 
手作業ですることがなくなり、 
作業時間を短縮できます。 

計算ミスなども、極力抑えることができます。 

標準化 

社員全員が同じシステムを使うことで、 
特定社員が不在になることで業務が停滞す

る事態がなくなり、 
業務の標準化をすることができます。 

共有化と負荷分散 

入力した売り上げ情報を 
経理の請求情報に共有するなどし、 

月末などで経理に負荷が集中することを 
避けることができます。 

資源削減 

過去の請求書や納品書など、 
帳簿や台帳について 

「紙」で管理する必要が無くなります。 

システム導入のメリット 

システム導入のアプローチ 

Plan 

Do 

Check 

Act 

Do（実施･実行） 
明確になったシステム化業務改
善案を達成するために、お客様
のニーズにあわせたシステムを
導入いたします。 

Check（点検･評価） 
導入したシステムについて、実
際にお客様が業務でご使用い
ただき、業務改善が達成できて
いるかを確認いたします。 
 

Act（処置･改善） 
確認した結果をもとに、業務改
善が未達成となった原因を調査
し、システム改善をいたします。 

Plan（計画） 
お客様業務の現状を分析し、問
題点改善に向けた「目的」「対
象」を明確にしたシステム化によ
る業務改善案をご提示いたしま
す。 

私たちヴァンガードテクノロジーは 
ＰＤＣＡサイクルを用いた高品質のシステムを導入いたします。 

システムを導入するということは、コンピュータを仕事の道具に導入するということです。 
コンピュータの特徴を仕事に活かすことで、お客様の仕事に４つのメリットがあります。 



第一システム部 開発実績 

1998.11～ 信託銀行統合案件 

2000.06～ 信託銀行勘定系システム改修 

2001.05～ 損保会社再保険システム再構築 

2003.10～ 簡易保険新契約システム開発 

2005.09～ 生保会社新契約システム開発 

2006.04～ 信託銀行年金資産管理システム開発 

2006.10～ 信託銀行不動産管理システム開発 

2007.10～ 都市銀行一般融資システム開発 

2010.10～ 信託銀行次期システム開発 

2012.05～ 生保会社入金契約システム改修 

2014.01～ 生保会社統合案件 

第二システム部 開発実績 

2002.07～ 通信会社課金システム開発 

2004.04～ 通信会社端末課金システム開発 

2005.06～ 生保会社携帯端末システム改修 

2007.09～ 旅行会社次世代基幹システム開発 

2009.07～ 通信会社次世代携帯システム開発 

2010.09～ 通信会社端末管理システム開発 

2011.05～ 通販会社Ｗｅｂ契約システム開発 

2012.10～ グルメ情報会社ポイントシステム開発 

2013.06～ 携帯端末キャリア決済システム開発 

2014.03～ 独立行政法人販売管理システム開発 

2014.10～ 共済システム再構築 

2015.05～ 電力会社電力自由化システム開発 

ＥＲＰ事業部 開発実績 

2010.11～ 精密機械製造業ＳＡＰリプレース対応 

2011.03～ 出版社出荷機能開発 

2011.10～ 販売管理システム帳票開発 

2012.02～ 金融業向け帳票開発、レポート機能拡張 

2012.08～ 教育機関会計機能インタフェース機能構築 

2013.05～ 石油メーカー海外向け帳票開発 

2013.10～ 科学企業ＳＡＰ導入後業務稼動ヘルプデスク 

2014.03～ 不動産メーカー向け経理システム保守業務 



その他 活動実績 

2010.07～ ＳＡＰ技術者養成 ＥＲＰ事業部 

2013.01～ 内定者入社前勉強会 人事育成事業部 

2013.04～ Web技術者社内勉強会 人事育成事業部 

2014.04～ 新卒採用学校開拓営業 営業推進部 

2014.10～ 専門学校向けIT講演会 人事育成事業部 

社員構成図 
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福利厚生 

■ 夏季・冬季連続休暇 

■ 社員寮完備 

■ 定例慰労会   月１回開催 

■ 社員研修旅行  年１～２回開催 

■ クラブ活動 

フットサル・サッカー部 

ゴルフ部 

定例慰労会 

社員研修旅行（沖縄） 

アウトドア・スポーツ部 



アクセス 

広域ＭＡＰ 

詳細ＭＡＰ 

本部事業所 

東京事業所 

（本部事業所） 
 東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワーN30階 
 

電車でのアクセス 
・ＪＲ線 
  「新宿駅」南口から徒歩12分 
・京王線 
  「新宿駅」から徒歩10分 
・都営新宿線・京王新線 
  「初台駅」から徒歩8分 
・都営大江戸線 
  「都庁前駅」Ａ４出口から徒歩8分 
・小田急線 
  「参宮橋駅」から徒歩10分 
 

バスでのアクセス 
・新宿西口「エルタワー」１階三菱東京ＵＦＪ銀行前から 
 新宿パークタワー直通シャトルバス便 ５分 

（東京事業所） 
 東京都新宿区西新宿3-9-3 第３梅村ビル6階 
 

電車でのアクセス 
・ＪＲ線 
  「新宿駅」南口から徒歩13分 
・京王線 
  「新宿駅」から徒歩11分 
・都営新宿線・京王新線 
  「初台駅」から徒歩7分 
・都営大江戸線 
  「都庁前駅」Ａ４出口から徒歩9分 
・小田急線 
  「参宮橋駅」から徒歩9分 
 

バスでのアクセス 
・新宿西口 21番乗り場 
  「パークハイアット東京前」もしくは「西参道」下車 
 

http://www.gsl-co2.com/

