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働き方改革に積極的な企業です

地域経済の発展に貢献する企業です

株式会社ソフテム　代表取締役　常山  勝彦

働き方改革に積極的な企業です

地域経済の発展に貢献する企業です

私たちは多様性を大切にし、

会社と共に成長します。

私たちは多様性を大切にし、

会社と共に成長します。

私たちの会社は2018 年 4月から働き方改革に取り組んでいます。
･毎週水曜日、金曜日を定時退社日に指定し、月間平均残業時間は20 時間以内
･有給休暇の取得率 90％とボランティア休暇、リフレッシュ休暇取得の推奨
･生産効率の向上による生産性手当の支給と1日の所定労働時間の短縮
･テレワークの推奨と45 歳以上の社員への副業許可
･女性社員の比率 30％と外国人社員の比率 10％以上の達成
  2019年 1月に女性が活躍する企業として「かわさき☆えるぼし」認証を、2022年 2月に厚生労働省の「くるみん」
  認定を取得しました。

私たちの会社は2018 年 4月から働き方改革に取り組んでいます。
･毎週水曜日、金曜日を定時退社日に指定し、月間平均残業時間は10 時間以内
･有給休暇の取得率 90％とボランティア休暇、リフレッシュ休暇取得の推奨
･生産効率の向上による生産性手当の支給と1日の所定労働時間の短縮
･テレワークの推奨と45 歳以上の社員への副業許可
･女性社員の比率 30％と外国人社員の比率 10％以上の達成
  2019年 1月に女性が活躍する企業として「かわさき☆えるぼし」認証を、2022年 2月に厚生労働省の「くるみん」
  認定を取得しました。

私たちの会社は1985年の創立以来神奈川県川崎市で企業活動を行ってまいりました。IT業界の成長と共に、多少
の浮き沈みを経験しながらも地道に発展してまいりました。しかし日本国内に目を向けると少子･高齢化社会の到来、
人口の減少、増え続ける巨額債務と将来が不安になることばかりです。経済･産業のグローバル化により、人件費の
安い国でも作れる製品を日本で作って輸出するという産業は成り立たなくなり、多くの企業が海外に進出しています。
海外で企業活動を行い、日本国内への配当による利益還元や日本でしかできない業務、日本が得意な分野の業務は
逆に日本に持ち帰り、日本国内の仕事を増やす企業活動を行うべきです。
2015 年、私たちはASEAN経済統合に合わせ、ASEAN最大の国インドネシアにPT.Softem Mitra Indonesiaを
設立しました。インドネシア･ジャカルタを起点に、ASEAN各国に進出している日系企業の競争力強化に向けた業務支
援を行ってまいります。
羽田空港の拡張、国際定期便の増便によりアジアの主な都市が国内の地方都市に行く感覚で行ける時代です。
川崎とアジア各地域を結んでの事業展開と地域企業の見本となれる企業活動を行い、神奈川県･ASEAN各地域経済の
発展に貢献してまいります。

私たちの会社は1985年の創立以来神奈川県川崎市で企業活動を行ってまいりました。IT業界の成長と共に、多少
の浮き沈みを経験しながらも地道に発展してまいりました。しかし日本国内に目を向けると少子･高齢化社会の到来、
人口の減少、増え続ける巨額債務と将来が不安になることばかりです。経済･産業のグローバル化により、人件費の
安い国でも作れる製品を日本で作って輸出するという産業は成り立たなくなり、多くの企業が海外に進出しています。
海外で企業活動を行い、日本国内への配当による利益還元や日本でしかできない業務、日本が得意な分野の業務は
逆に日本に持ち帰り、日本国内の仕事を増やす企業活動を行うべきです。
2015 年、私たちはASEAN経済統合に合わせ、ASEAN最大の国インドネシアにPT.Softem Mitra Indonesiaを
設立しました。インドネシア･ジャカルタを起点に、ASEAN各国に進出している日系企業の競争力強化に向けた業務支
援を行ってまいります。
羽田空港の拡張、国際定期便の増便によりアジアの主な都市が国内の地方都市に行く感覚で行ける時代です。
川崎とアジア各地域を結んでの事業展開と地域企業の見本となれる企業活動を行い、神奈川県･ASEAN各地域経済の
発展に貢献してまいります。



世界に通用するシステムを提供する企業です世界に通用するシステムを提供する企業です
現在は IoT、AI、5G、クラウドとさまざまな新しい技術要素を組み合わせたシステムが普及･浸透し、多くの産業
界の垣根を越え、国境を越え、グローバルに利用されています。例えば自動車の自動運転、世界共通の電子マネー、
世界中どこにいてもかかりつけの医師の適切な治療指示が受けられ､薬が手に入る｡そんな安全･安心が確保された
世の中の実現を目指して世界中が動いています。そんな社会を実現するために必要な世界標準のシステム開発を私
たちも手がけてまいります。
私たちは、常に新しい発想を世の中に提案･提供し、新しい時代の創造者として今後も活躍してまいります。

現在は IoT、AI、5G、クラウドとさまざまな新しい技術要素を組み合わせたシステムが普及･浸透し、多くの産業
界の垣根を越え、国境を越え、グローバルに利用されています。例えば自動車の自動運転、世界共通の電子マネー、
世界中どこにいてもかかりつけの医師の適切な治療指示が受けられ､薬が手に入る｡そんな安全･安心が確保された
世の中の実現を目指して世界中が動いています。そんな社会を実現するために必要な世界標準のシステム開発を私
たちも手がけてまいります。
私たちは、常に新しい発想を世の中に提案･提供し、新しい時代の創造者として今後も活躍してまいります。



会社情報 Company Details

株式会社ソフテムは、神奈川県川崎市でシステム開発・Webコンテンツ制作を行っている会社です。

社 　 名

所 在 地

設 　 立

資 本 金

役 　 員

従 業 員 数

加入組合

取引金融機関

決 　 算

株式会社ソフテム（SOFTEM Co., Ltd.）

〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2
川崎フロンティアビル5階

昭和60年4月1日

9,700万円

代表取締役会長　常山 勝彦
取締役社長　　　山崎 武志
取締役　　　　　斉藤 晴夫
監査役　　　　　大口 充
執行役員　　　　山田 昭子

143名

神奈川県情報サービス産業協会
神奈川情報サービス協同組合
首都圏デジタル産業健康保険組合
iCD協会

りそな銀行 川崎支店
横浜銀行 川崎支店
三井住友銀行 川崎支店　他

年1回　2月

売上高･経常利益　Net Sales / Ordinary Income

会社概要　Company Profile 沿革　Company History

昭和60年4月（1985年）
川崎市川崎区貝塚に設立

昭和61年9月（1986年）
川崎市川崎区新川通へ本社移転

昭和63年9月（1988年）
川崎市川崎区日進町へ本社移転

平成8年4月（1996年）
川崎市川崎区駅前本町へ本社移転

平成22年11月（2010年）
ISO9001取得

平成25年5月（2013年）
川崎フロンティアビルへ本社移転

平成27年3月（2015年）
インドネシアに子会社PT.Softem Mitra Indonesia設立

平成27年5月（2015年）
ISO/IEC 27001取得

平成29年4月（2017年）
JIS Q 15001取得

平成31年1月（2019年）
かわさき☆えるぼし認証取得

令和4年2月（2022年）
くるみん認定取得

単位:(百万円)
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顧客から直接受託するソフトウェア及びパッケージソフトウェア
の開発並びに保守サービス



事業案内 About Us

1985年の設立以来培ってきた専門知識・ノウハウを生かし、お客様に最適なシステムをご提案いたします。

組織図　Organization Chart

業務内容　Business Lineup

受託システムの開発
通信事業者向けシステム／JR・私鉄・バス会社向けシステム／海外向け交通信号制御機／電力会社監視・制御システム／GIS関連システム
／映像配信システム／競馬・競輪・ボートレース向けシステム／ビジネスアプリケーションシステム／公官庁向けシステム／IoT関連システム

ネットワーク設計・構築・サービスの設計・運用支援、クラウド環境の運用支援
ネットワーク設計・構築・運用／通信キャリア系回線開通支援／クラウド環境維持・改善／顧客環境運用パフォーマンス改善提案

派遣事業
システム開発要員、フィールド保守要員派遣

自社パッケージソフトの開発・販売
薬品管理システム「ChemWatcher」／児童相談システム「JisoNetwork」／警察相談総合管理システム「PoliceOnline」

Webシステム・PCアプリケーションの制作業務、各種デザイン業務
ポータルサイト・SNS・コミュニティの構築／LAN・WAN用Webシステム開発／Webデザイン／UI/UXデザイン

エンジニアリング本部

システム開発本部

技術開発本部 ビジネスソリューション
本部

代表取締役
取締役会議
管理職会議
各種委員会



業務実績 Products & Services

ソフトウェア開発で培ってきた高い技術力を生かし、自社パッケージ商品を企画・開発・販売しています。

お客様のビジネスのモノサシに合う、的確なWebコンテンツ構築をご提案します。

自社開発製品　Our Products

Webコンテンツ構築　Web Contents Development Services

ソフテムの自社開発製品や、受託Webコンテンツ構築業務の開発実績をご紹介いたします。

https://www.softem.co.jp/jiso_network/ https://www.softem.co.jp/policeonline/

警察に寄せられた各種相談に対して、迅速で確実な組織
的対応を行うために開発されたのが「PoliceOnline」です。
警察相談業務、人身安全業務、身元確認業務で構成して

おり、引用機能、通知機能、照合機能などにより関係所属間で
連携を図れます。 

児童虐待の相談件数は増加の一途を辿っていますが、児童
相談所の職員の数には限りがあります。このような背景から業務
を支援するシステムとして生まれたものが児童相談システムです。
日々 の経過や会議の記録等の情報をもとに、ケア不足の児童、
事務処理が遅延している児童等の情報を共有し、事故の未然
防止に役立てることが可能です。

川崎市防災マップ
川崎市防災オープンデータを利用したAndroidアプリを開
発しました。（神情協アプリコンテスト2015 入賞作品）

P-LOGモバイル
スマートフォン・タブレットでのご利用に特化した、実演情報
収集管理システム「P-LOGモバイル」の開発に携わりました。

多くの企業、研究所や大学等の研究室ではいまだに管理台帳
を使った手作業で薬品保管管理を行っています。年度末などの
使用量集計では、大変な労力が必要なものです。
高額で導入の難しかった薬品管理システムを、より使いやすく、
安価に提供することを実現したシステムがChemWatcherです。

https://www.softem.co.jp/chemwatcher.net/

警察相談総合管理システム

PoliceOnline



入社してから3ヶ月間は、実務に必要な知識と社会人としての基礎を習得できるさまざまな研修を実施します。
その後も、教育計画に基づく指導や、資格取得を推奨する環境を用意、社員のキャリアプラン実現をサポートします。

社員がキャリアを積極的に選択できる「管理系」、「技術系」のそれぞれのキャリアパスを用意しています。
進路選択を可能にすることで、会社全体の意識・技術力向上を図ります。

新人教育　New Employee Training

役職制度　Career Path

管理系 Management 技術系 Professional

部長 General Manager

各部の運営責任／部事業方針の策定を行う

課長 Manager

事業方針に従った売上／教育計画の策定

係長 Group Manager

各グループの管理責任／売上責任を持つ

グループリーダ Vice Group Manager

係長補佐／下位メンバーへの教育

プロジェクトリーダ Project Leader

各プロジェクトをリーダとして遂行する

LEVEL

06

LEVEL

05

LEVEL

04

LEVEL

03

LEVEL

02サブリーダ Vice Project Leader

リーダ補佐としてプロジェクトを遂行する LEVEL

01

アーキテクト Architect
全社的な共通技術方針の策定

スペシャリスト Specialist
特定スキルのスペシャリストとして社内をリード

チーフエンジニア Chief Engineer
プロジェクトをリード／社内講師として技術指導

LEVEL

04

LEVEL

03

LEVEL

02

基礎教育 入社時導入教育 新人研修 OJT･フォローアップ研修

3月 4月 5月～ 6月 7月～

基礎プログラム研修

研修なし マナー研修

デザイン研修

プログラム研修

新入社員プロジェクト
課題プロジェクトを通じ
業務・技術力を習得

OJT（職場内訓練）
技術力・ヒューマンスキル等

作業を通じ習得

フォローアップ研修
研修を通じ業務力を習得

情報系学科
卒業生

他学科
卒業生

一般 Member

エンジニア Engineer
技術観点での提案／下位メンバーへの技術指導

LEVEL

01

キャリアパス Careers

ソフテムでは、社員がモチベーションを高く持ち、安心して働ける環境を用意しています。



ソフテムでは、日々 の生活を豊かにするためのさまざまな業務外活動も盛んに行われています。

社員同士の趣味を通じた交流を図るため、会社からサークル活動補助が受けられます。
「野球部」、「フットサル部」、「テニス部」、「マラソン部」や、各種同好会が活動しています。

ソフテムには「会社全体のレベルアップ」、「親睦」、「環境整備」などを目的とした、各種委員会があります。
役職に関わりなく社員全員がいずれかに所属し、会社運営に関わる活動を行っています。

【教育委員会】
資格取得の推進や、社内教育の
企画・実施を担当します。

【インフラ委員会】
社内インフラの整備・保守・導
入検討、技術支援を担当します。

【ネットワーク委員会】
社内ネットワークの構築・整備・
管理を担当します。

【親睦委員会】
社員のより一層の親睦を図るた
めのイベント企画・補助を担当し
ます。 

【広報委員会】
メールマガジンの配信や、社内報
の作成等、社内広報を担当しま
す。

【女性委員会】
女性社員全員が参加し、女性が
働きやすい環境を考えます。



システム開発本

児童相談システム「JisoNetwork」の保守作業を主に担当して
います。
プログラミング未経験だったこともあり、入社当初は一から学ぶ
ことが多く大変だと感じることもありましたが、同じグループの先輩
など多くの人に支えられ、少しずつですが自分の成長を実感でき
ています。
今後どのような仕事に携わっていくかわかりませんが、どの仕事
にも必ずお客様がいらっしゃいますので、よりお客様の要望に
沿った製品を作れるような提案･開発ができる人材になっていき
たいと思います。たいと思います。

エンジニアリング本部

入社から10 年間、企業向けのネットワークを提供しているキャリ
アのネットワークを構築するグループに所属していました。
2018年度より九州へ拠点を移し、大規模なネットワークを担当し
ているグループに所属しており、ネットワークの設計から導入まで
を行っています。
今の目標は、九州でも仕事ができる環境を作る事です。
私自身が九州で仕事を続けて行きたいという思いもありますが、
私と同じようにIターン、Uターンを希望する人が望めば働ける状
況を作りたいという思いが強いです。早く環境を作れるよう頑張り
たいと思います。

システム開発本

2010年度に入社してからシステム開発業務、特に映像系システ
ムの開発に従事することが多かったです。現在は主にシステム開
発における設計／開発／試験の工程を担当していますが、現場
SEとしてシステム導入のサポート等を行うこともあります。
今後も技術力を高め、技術者としてのキャリアルートを進もうと
考えています。
役職が上がるとどうしても管理職としての能力を求められます
が、それに終始するのではなく、自分の得意なこと／やりたいこと
を続けた上で会社に貢献ができれば、それが一番良いなと思っ
ています。

技術開発本部

2017 年入社

2007 年入社

2010 年入社

ソフテムで働く若手先輩社員からのメッセージです。



株式会社ソフテム

https://www.softem.co.jp/

〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町 11-2　川崎フロンティアビル 5階

システム開発・ウェブコンテンツ制作

【アクセス】JR川崎駅北口東より徒歩 2 分／京急川崎駅より徒歩 1 分
【TEL】044－245－0975( 代表 )　  【FAX】044－233－5516

株式会社ソフテム
川崎フロンティアビル5階

アトレ川崎
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パソコン・スマートフォンからアクセス
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