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【1】会社案内(1)

社 名 株式会社 日本ビジネス開発

設 立 昭和５４年１０月１６日

代表者名 石金 正己

大阪商工会議所 常議員（情報通信部会 副部会長）

ソフトプラザ２１大阪共同組合 名誉理事長

事業所 本 社 大阪市西区江戸堀１丁目１８－１１ 小谷ビル２Ｆ

東京本社 東京都千代田区神田佐久間町１丁目－２５ 秋葉原鴻池ビル７Ｆ

京橋事業所 大阪市都島区片町2丁目2番48号 ＪＥＩ京橋ビル9Ｆ

池袋事業所 東京都豊島区南池袋２丁目２６－５ アイ・アンド・イー池袋ビル８Ｆ

恵比寿事業所 東京都渋谷区恵比寿4丁目４－７ 第６伊藤ビル４Ｆ

五反田事業所 東京都品川区東五反田1丁目６－３ いちご東五反田ビル８Ｆ

高田馬場事業所 東京都新宿区高田馬場１丁目３０－４ ３０山京ビル６Ｆ

名古屋事業所 名古屋市中村区錦２丁目１９－１９ 広小路センタープレイス７Ｆ

資本金 ３億３，３８８万円

社員数 284名（2022年4月1日現在）

ＵＲＬ https://www.jbd.co.jp/

弊社は、コンピュータのソフトウェア開発を中心に、設立以来４4年、お客様の要望にお応えす
るために様々なＩＴサービスを展開しています。
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りそな銀行北浜支店 三井住友銀行西野田支店 商工組合中央金庫大阪支店

大阪商工会議所 東京商工会議所 ソフトプラザ２１大阪協同組合 情報サービス産業協会

２０００年１０月 ＩＳＯ９００１認証取得（ＡＳ事業部）

２００５年１０月 ＩＳＭＳ認証取得（関東地区）

２００６年 ７月 プライバシーマーク認定取得

概要

取引銀行

加盟団体

認証取得
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【1】会社案内(２)
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アビームシステムズ株式会社、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、SCSK株式会社、
NECソリューションイノベータ株式会社 、NCS&A株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社、

NTTコムソリューションズ株式会社、NTTソフトウェア株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、
アイテックス株式会社、株式会社NTTデータイントラマート、株式会社NTTデータセキスイシステムズ、
大阪ガス株式会社、大阪商工会議所、株式会社オージス総研、オムロン株式会社、
オムロンパーソネル株式会社
カシオ計算機株式会社、株式会社キッツ、キヤノンソフトウェア株式会社、
京セラコミュニケーションシステム株式会社、協同建設株式会社、株式会社協和エクシオ、
協和テクノロジィズ株式会社、クボタシステム開発株式会社、株式会社神戸製鋼所、
コベルコシステム株式会社
サラヤ環境デザイン株式会社、さくら情報システム株式会社、システムズデザイン株式会社、
シャープビジネスソリューション株式会社、株式会社ジュピターコーポレーション、
株式会社JTB情報システム、株式会社スターインフォテック、住友電気工業株式会社、
西華産業株式会社、積水化学工業株式会社
大日本スクリーン製造株式会社、ダイハツ工業株式会社、株式会社ダイヘン、株式会社大松、
株式会社大和総研、台湾凸版国際彩光股份有限公司、株式会社ダスキン、株式会社中電シーティーアイ、
TIS株式会社、鉄道情報システム株式会社、株式会社電通国際情報サービス、東京書籍株式会社、
東京日産コンピュータシステム株式会社、東洋バルヴ株式会社、凸版印刷株式会社、
トッパン・フォームズ株式会社、トヨタ情報システム愛知株式会社
ナガセ情報開発株式会社、長瀬ランダウア株式会社、株式会社日新、
日鉄日立システムエンジニアリング株式会社、日鉄ソリューションズ株式会社、
日本アイ・ビー・エム株式会社、日本アイ・ビー・エム・デジタルサービス株式会社、
日本情報通信株式会社、日本製薬株式会社、株式会社日本総合研究所、
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社、日本電気株式会社、日本電子計算株式会社、
JBCC株式会社、日本メジフィジックス株式会社、日本ユニシス株式会社、株式会社野村総合研究所
パナソニック株式会社、パナソニックシステムネットワークス株式会社、阪和興業株式会社、
株式会社ビジネスブレイン太田昭和、株式会社日立システムズ、ヒューネット株式会社、
富士通株式会社、富士通ITマネジメントパートナー株式会社、 株式会社富士通マーケティング、
株式会社ペイロール
丸紅情報システムズ株式会社、みずほ情報総研株式会社、三菱総研DCS株式会社、
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社、株式会社三菱電機ビジネスシステム、
明電システムソリューション株式会社、モーニングスター株式会社
安川情報システム株式会社、株式会社リコー、リコージャパン株式会社、株式会社ライトウェル、
株式会社菱友システムズ、株式会社ラック、ワコー電子株式会社

主な取引先
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SI
System Integration

お客様のニーズを分析し、最適かつ効
率的なコンピュータシステム・ソリュー
ションを提供しております。パッケージ導
入をご希望のお客様にはギャップ設計に
よるソリューションを提供しております。

● BPRソリューション
● パッケージ適用ギャップ設計
● ネットワーク設計
● サーバーサイド設計
● サイト構築ソリューション
● セキュリティ関連ソリューション

システム導入・運用支援・周辺業
務など、細やかなユーザーニーズ
にフィットした対応を心がけておりま
す。回線リモート保守・運用サービ
スも行っております。

● システム開発支援
● システム導入支援
● システム運用支援
● リモート保守・運用サービス
● ヘルプデスク・サービス 他

これまで蓄積した実績と経験を体系化し、
情報システム構築における超上流工程支
援サービスを行います。

● システム企画支援
● システム要件定義支援
●上流人材育成

● データベース
Oracle、SQLServer、DB２、
MySQL、PostgreSQL

●開発基盤・運用ツール
Intra-mart、ColdFusion、
StandbyExpress、QlikView、
Lifekeeper、Alternative IT Engineer

● Webアプリケーションサーバー
WebSphere、WebLogic、
OracleWebApplicationServer

● パッケージ製品
PCA会計、快作ビジネス＋

● ハードウェア機器各種
パソコン、サーバー、ルーター 等

各種ソフトウェアベンダーと
代理店契約を結んでいます
ので、あらゆるソフトウェアを
ご提供できます。
各プロダクトに精通した技術
者が環境設定を支援します。
ハードウェア機器の販売も
行っております。

ITノウハウに基づき、最

適なネットワーク環境を
実現します。基幹系・情
報系を問わず豊富な業
務知識により最適なビジ
ネスユースのアプリケー
ションシステム開発を手
がけております。

● アプリケーション開発例
販売物流システム、SFA、
生産管理システム、調達EC、
SCM、電子決済、
W/F、CRM等

●開発言語
Java、.net,、PHP、Perl、
Ruby、Python、C、C++、
ColdFusion

●環境構築
OracleRAC、VMware、
Intra-mart、Zabbix

CONSULTING コンサルティング・サービス

PACKAGE ソフトウェア・パッケージ販売
DEVELOPMENT ソフトウェア開発

SOLUTION ソリューション・サービス OUTSOURCING アウトソーシング・サービス

事業内容

【1】会社案内(3)
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株式会社日本ビジネス開発

電動キックボードの取り扱いについて
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※長谷川工業株式会社様作成資料より引用箇所有り



社名：長谷川工業株式会社

所在地：大阪市西区江戸堀2丁目1-1 江戸堀センタービル
14F

創業：1956年12月

設立：1963年6月

主要製造製品：アルミ総合仮設機器・家庭用作業用品

イベント機材・その他

概要

当社はシステム及びソフトウェア開発の企業として44期目を迎える中、更なる発展と社会貢献を実現すべく、新たな事業と

して「電動キックボード」の取り扱いを進めております。

創業以来60年間、はしご脚立メーカーとして信頼性あるモノづくりを世界へ発信されている長谷川工業株式会社様にご協力

いただく予定です。同社は、はしご脚立メーカーにとどまらず、同社は2020年にはセグウェイの正規代理店として認定され

ており、2021年からは「電動キックボード」のシェアリングサービスSUMRiDE(サムライド)を展開されております。

「電動キックボード」は海外では新たな電動モビリティとして導入が進んでいます。人の移動範囲が広がり、MaaSの実現に

も貢献が期待されます。また、CO2の排出量が自動車に比べ大幅に小さいことから環境問題への貢献も見込まれます。
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B2Bルートを中心に販売とイベント事業を展開

長谷川工業様の活動事例

ナインボット社のパーソナルモビリティの
販売やイベントを2019年8月よりスタート

中小の私有地内の移動手段として提案
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会社案内移動手段でなく“感動と可能性を提供”

移動手段のシェアリングは、移動単価・・・これではダメ

「初体験×風×景色＝感動の共有」

まだ乗ったことのない利用客が多い乗り物であるからこそ

旅先で体験したいアクティビティとして注目されています！
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【事例】公園

導入のきっかけは様々
・先進性、話題性
・施設回遊性の向上
・アクティビティ
・オフシーズンの集客
・コロナ禍でも楽しく

淀川河川公園 背割堤
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会社案内

施工会社（有料貸出し）、従業員や警備員が自由かつ手軽に移動できる手段として
構内（制限速度20km/h）をシェアリング用電動キックボードで移動するトライアル

【事例】幕張メッセ

自転車での移動を電動キックボードに変えることで、
安全かつ効率よく移動することを目的としてテスト中。（速度設定や走行ログ管理）
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ご案内

公道での走行ルール作りを目標により安全に！

経済産業省の「新事業特例制度」の認定を受け、 2021年4月28日より千葉市
の海浜幕張エリアにて、電動キックボードの実証実験をシェアリング形式でス
タート致しました。（警察庁・国土交通省など各省庁とも連携）

千葉市在住の方以外でも自動車運転免許をお持ちであれば、
ヘルメットの着用任意にて乗車が可能となっております。

さらに機体とポート数を増やし、規模拡大を行っております。
お近くにお立ち寄りの際は、是非ご体験ください。

【実証実験】千葉市海浜幕張エリア

2022年2月時点
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会社案内【事例】自治体

～その他～
現在検討中

◆大阪府 堺市 泉北エリアの活性化「SENBOKU New Design」の交通手段取り組みでレンタル展開

◆滋賀県 大津市 比叡山坂本ケーブル延暦駅から延暦寺やミュージアムの移動手段として

◆福岡県 北九州市 みなとオアシス門司港での地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の活性の取り組み

◆福井県 福井市 城戸ノ内町の観光MaaSの取り組み
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長谷川工業とYADEAの共同開発＆独占販売
公道走行可能な電動キックボード「KS5 PRO」

YADEA(ヤディア)とは

世界最大級の電動モビリティメーカーであり、
2001年の創業から電動モビリティの累計販売台数が
5,000万台*1を超え、４年連続で販売台数が世界一*2

のリーディングカンパニーです。

*1. 電動キックボード以外の電動二輪製品を含む
*2. 2017〜2020年の販売実績

機体について -KS5 PRO 一般走行モデル-
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サイドミラー

ナンバー灯

リフレクター/
テールライト/
ブレーキランプ

ハンドルブレーキ
フロント
ウインカー

ヘッドライト

ホーン

リアウイン

カー

３－１．KS5 PROについて

道路運送車両法に準じた機体

だから安心して

日本の公道で走行が可能
※玩具に保安部品後付けでの基準クリアは、ほぼ不可能です

スピードメーター

Bluetooth

各種認証も取得済み

機体について -KS5 PRO 一般走行モデル-
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機体について -KS5 PRO 一般走行モデル-
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スマートフォンアプリで

車体の電子ロックが可能
※物理ロックはチェーンなどをご利用ください

主な特徴

機体について -KS5 PRO 一般走行モデル-
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導入までのご支援について

当社は、企業向け販売やイベント、レンタル、実証実験で得たノウハウで、
操作の説明、デモンストレーション、テスト導入と手厚いサポートが可能です。
オプションにて、ポート設置や車体ラベルの変更など、細かなご要望にも
対応させていただきます。

車体 導入コンサル細かな調整
システム

アフターサポート

当社を採用いただけている理由

※ 検討する前段のお話でも結構です。お気軽にお問い合わせください！
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