C O R P O R AT E

PROFILE

TOP MESSAGE

トップメッセージ

PRESENT

「21世紀を代表する

営業開始以来20年以上、
新たな商品・サービスを提供

FUTURE

DX* の時代といわれる現在、急激なデジタル

日本エンタープライズ株式会社は、1997 年

社会をより良い方向に

の営業開始以来 20 年以上にわたり、企業理

化が進む一方で IT 技術が多様化・複雑化し、

念「我々は商人たるの本分に徹しその活動を通

販売促進や事業拡大、業務改革をする際に総

じ社会に貢献し、文化の進展に寄与することを

合的に判断できる企業が少ないのが現実です。

我々の真の目的とする」に則り、インターネッ

この課題に当社グループが対応していきたいと

ト関連ビジネスを中心とした事業を創造し拡大

考えています。
強みはグループシナジーを活かした提案力。

を続け、現在では子会社 8 社を擁するグループ

変える会社」へ

自社開発サービスや最新技術を取り入れたシス

へと成長しました。

テム開発といったグループ各社の特性を「人」

事業内容は、主に暮らしをより楽しく豊かに

代表取締役社長

DXのあるべき姿を求め
持続可能な社会の実現へ

するためのモバイルコンテンツを提供する個人

の力で連携・発揮させ、顧客の本質的な課題

向けサービスと、自社コンテンツの開発力を活

解決にアプローチすることで、DX のあるべき

かし、企業のモバイル活用や業務効率化を支援

姿の実現に貢献できると考えています。

する法人向けサービスに分かれます。コロナ禍

社 会が 変 換 期を 迎 える中、 当社は新たに

の影響により我々のビジネスを取り巻く環境が

「21 世紀を代表する社会をより良い方向に変え

大きく変化し、ますます IT の役割が重要視さ

る会社」をテーマに取り組んでいくことといた

れる中でも、
「ニューノーマル」に即した新たな

しました。今後も様々なソリューション提案で、

商品・サービスを提供し続けています。

持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

*Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）の略。「IT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念

会社沿革

CORPORATE DEVELOPMENT

■東京証券取引所市場第一部指定
■
「株式会社ダイブ」
設立

■営業開始

1997
■音声コンテンツ
サービス開始

1999
■文字コンテンツ
サービス開始

2000
■ソリューション
サービス開始

2001

2003

2007

■
「NE銀潤株式会社」
設立

「交通情報サービス株式会社」
子会社化■

■大阪証券取引所
■東京証券取引所市場
ナスダック・ジャパン市場
第二部に上場
（現東京証券取引所JASDAQ 市場）
に上場

■「日本エンタープライズ株式会社」
設立

1989

■
「いなせり株式会社」
設立

■
「株式会社会津ラボ」
子会社化

2009

■
「株式会社プロモート」
子会社化

「株式会社フォー・クオリア」
子会社化■
■
「株式会社and One」
子会社化

2010

2011

■ iPhone 向けアプリサービス開始
■ Android 向けアプリサービス開始
女性向け健康サポートアプリ■
『女性のリズム手帳』サービス開始

■
「株式会社ダイブ」
が
「株式会社アルゴ」
を吸収合併

2012

2013

■リバースオークション
『Profair』サービス開始

2014

■
「株式会社スマート・コミュニティ・サポート」
（旧
「山口再エネ・ファクトリー株式会社」
）
設立

2015

■企業向けメッセンジャーアプリ
『BizTalk』サービス開始

2016

■飲食事業者向け鮮魚ECサイト
『いなせり』サービス開始

■IP-PBXソフトウェア
『AplosOneソフトフォン』サービス開始
■電子書籍サイト
『BOOKSMART』
サービス開始

■フリマアプリサービス開始

■コミュニケーションアプリ
『Fivetalk』サービス開始

2018

■
「交通情報サービス株式会社」
吸収合併

2019

2020

■キッティングRPAツール
『Kitting-One』提供開始

2021

GO TO FUTURE

■IP-PBXコミュニケーションシステム
『NE-Phoneシステム』サービス開始

■クラウド型コールセンターシステム
『T-Macss』
シリーズ提供開始
■一般消費者向け鮮魚ECサイト
『いなせり市場』サービス開始

■Web会議システム
『NEEDS』
サービス開始

■中古端末買取販売サービス開始

■定番・ミニゲームポータルサイト
『ちょこっとゲーム forスゴ得』サービス開始
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For

多彩なモバイルコンテンツで
毎日を楽しく、豊かに

Individuals

Business to Customer
個人向け商品・サービス

女性のための
健康サポートアプリ

「おでかけ」
を便利にする
交通情報サイト

豊洲市場の鮮魚が
購入可能な EC サイト

「ちょこっと」遊べる
ゲームポータルサイト

多彩なジャンルの
総合電子書籍サービス

木のブロックを消す
パズルゲーム

女性のリズム手帳

ATIS 交通情報

いなせり市場

ちょこっとゲーム

BOOKSMART

Wood Block Puzzle

App Store

App Store

App Store

Google Play

Google Play

Google Play

女性にとって大切な生理サイクルの記
録・管理をはじめ、妊娠しやすい／しに
くい時期・生理日・排卵日の予測、体調
に関する情報配信、オンライン診療予約
など、様々なコンテンツを提供。
月額プランでは、主に妊活ユーザーを
ターゲットとした予測精度向上機能や、
パートナーの妊活診断も。

車での移動に役立つ渋滞・事故・通
行止め情報、交通ライブ映像ほか、サー
ビスエリア、道の駅などのおでかけを
楽しくするコンテンツを配信。ルート
検索では、渋滞や事故情報を反映した
最適ルートを提供。
無料で使える Web「ATIS 交通情報
サイト」は「ATIS」で検索。

一般の方が入場できない豊洲市場の
高品質な魚介商品を購入できる EC サ
イト。豊洲市場の新鮮で種類豊富な鮮
魚や季節に合わせた逸品が楽しめる
「月額定期便」のほか、調理方法や豊
洲市場の裏側を紹介する特設サイトも
ご用意。人気商品の天然本マグロは、
数種類をラインナップ。

電 車 で の 移 動 中や 休 憩 時 間など、
「ちょこっと」した時間にスマホで気軽
に遊べるミニゲームポータルサイト。
脳トレゲームや雑学クイズ、パズル
ゲームなど、100 種類以上のミニゲー
ムが遊び放題！定番のソリティアも豊富
なラインナップで配信中。
365 日、毎日更新。

ヘルスケアアプリをはじめ、コミュニケーションアプリや
クーポンサイトなど暮らしに役立つコンテンツ

LIFESTYLE

木のブロックを縦または横に一列揃
えてブロックを消すパズルゲーム。ブ
ロックを隙間に入れられなければゲーム
オーバー！シンプルなクラシックモード
や時間制限モードなど遊び方は様々。
遊ぶだけでポイントをゲットし、貯
めたポイントはギフトやクーポンに変
えられる「ポイ活」サービスも。

ゲームや電子書籍サービス、
音楽アプリなど生活を彩るコンテンツ

ENTERTAINMENT

Fivetalk
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スマホ、タブレット、PC 向けの総
合電子書籍サービス。話題のコミック・
小説を中心に、ビジネス書・実用書
から雑誌・写真集・ファッション誌・
レシピ本まで、多彩なジャンルの書籍
をラインナップ。
購入サービスと月額読み放題サービス
の他、手軽に楽しめる時間制サービスも。

ラッキーステーション

女性の
キレイ・リズム

Puzzle Blast DX

Hexa Puzzle DX

Oneline Puzzle
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For

CORPORATION

Business to Business
法人向け商品・サービス

法人の最適なビジネス環境へ

キッティングに関することなら何でもお任せください

不要資産を有効活用！

スマートフォンや PC などの端末を初期設定する「キッティング」
。
当社ではキッティング業務を支援する RPA ツール『Kitting-One』
（略称：
『K-ONE』
）の販売のほか、
内製で対応できないキッティング作業の請負サービスも提供。

特徴

キッティング支援サービス

キッティングツール
（K-ONE）

●PC1台で最大20台の端末を同時操作可能
●事前に作成した個別情報を用いた
データのコピー＆ペーストが可能
●設定ミスを検出できる機能搭載
●作業過程のスクリーンショット記録を
エビデンスとして活用

キッティング作業請負

●『K-ONE』を利用した正確な作業
●キッティングセンターを全国に複数設置
（月間約3万台対応可能なキャパシティ）
●全センターがISMS認証を取得
●付加サービス（フィルム貼り、個別配送など）の提供も可能
●通信キャリアをはじめとした大手企業など、豊富な請負実績

中古端末買取サービス
●運送手配、
台数確認、
データ消去等の手間のかかる作業を一括請負
●不具合品、
破損品も一つひとつ査定して買取
●世界基準のソフトウェアを使用した安心のデータ消去
●オフィス機器を幅広く買取
(複合機、
ネットワーク機器、
サーバーなども買取いたします)
●完全法人向けサービス

クラウド SIM 搭載の Wi-Fi ルーター

ne@Wi-Fi
特徴

病院の PHS リプレースやオフィス用 PBX のクラウド化に最適
オフィス向け

病院向け

NE-Phoneシステム

病院内で高品質・高セキュリティな通信環境
(sXGP) と IP-PBX からなる「オンプレミス型 IPPBX コミュニケーションシステム」
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オフィスや在宅、小規模コールセンターなどに
利用可能な「オフィス向けクラウド型 IP-PBX
コミュニケーションシステム」

特徴

特徴

●LTEに準拠した通信方式により高品質・高セキュリティ
●市販のスマートフォンを利用可能
●通話とIoTシステムが同時使用可能
●ローカル５Gと比較して安価
●重要業務用ネットワークで業務効率化を実現

●場所を問わず内線／外線の利用可能
●会社電話番号で社外への通話可能
●通信キャリアに依存しない通話実現
●iOS／Android対応のアプリケーション
●クラウドPBXの利用により電話代コストを削減

●基本利用料金なし。
使った分だけの費用請求
●契約期間の縛りなし。
使いたい期間だけ使用可能
●解約時の違約金なし
●クラウドSIM搭載で国内3キャリアに対応
●海外での利用可能

必要な時だけ
テレワークに利用！

自宅にネット環境の
ないお子様に！

災害時のネット障害の
リスクヘッジに！

見積業務を大幅削減！リバースオークション

Profair
特徴

●ASPサービスにより、
ネット環境さえあれば低コストで利用可能
●見積依頼・受取などの業務がネットで完結
●取引先のサプライヤー企業への一斉案内が可能
●発注予定先の選定も価格提示も簡単操作
●見やすい画面と多機能なツール
●データ保存・一元管理が可能
●サプライヤー企業の開拓も可能

こんな法人におすすめ！
調達購買コストを
削除したい

購買業務を
改善したい

在宅勤務で
業務をしたい

購買履歴を
一元管理したい
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For

CORPORATION

Business to Business
法人向け商品・サービス

その課題に
最適なソリューションを提案

アプリ開発からサーバー構築、
運用監視、
保守対応、
障害対応までトータルサポート

全国いつでも、どこでも、安全で快適な移動を支援

自社コンテンツ運営で培ったノウハウを強みに、AI・IoT・セキュリティ関連における、モバイルアプリ開発や Web 系・
オープン系・汎用系の各システムに対応。顧客課題解決のためのコンサルティングから、システム開発、サーバー構築、
運用監視、保守対応、障害対応までをトータルにサポート。

1993 年に警視庁が中心となり、世界で初めて交通情報の提供を開始した「ATIS」
（アティス）
。
的確なリアルタイム情報を配信することで地域の活性化と発展に貢献。

システム運用・開発サービス

交通情報サービス
放送局（テレビ、ラジオ）

交通情報・鉄道情報、天気情報等をデータ放送、L 字放送、ラジオ放送向けに提供

特徴
●自社コンテンツ企画・開発・運営で
培ったノウハウ
●コンサルティングから企画、
開発、
運
用までワンストップでサポート

全国放送キー局向け

ラジオ局向け

デジタルサイネージ、パソコンサービス
各種デバイスに適したオリジナルマップやテキストで交通情報を提供

豊洲仲卸の目利きによる、飲食事業者向け EC サイト

いなせり

日本で初めて東京魚市場卸協同組合と連携し、2016 年に開設した
EC サイト。同組合に所属する仲卸業者の “ 目利き力 ” を活かした鮮魚
を飲食事業者向けに販売。登録から発注までスマホで完結。1 尾から
数 kg の単位まで、ニーズに応じた注文が可能。

大型ショッピングモール向け

物流企業向け

AI 画像解析サービス
カメラ映像、画像を解析し、駐車場出庫時間、駐車場満空判定、人流解析を提供

所要時間表示
満空判定
人流解析

大型ショッピングモール向け
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Sustainable Development Goals

GROUP OVERVI EW

SDGsへの取り組み

グループ概要
株式会社ダイブ

株式会社フォー・クオリア

●アプリ/ Web サイト企画・開発・運用
●業務支援

SDGs とは、
2015 年 9 月に国連サミットにて採択された「持

●アプリ/ Web サイト開発・運用
●企画・デザイン・Web 解析
●端末レンタル、
デバッグ、
ユーザーサポートサービス

続可能な開発目標」の略称で、“2030 年までに持続可能でよ
りよい世界を目指す国際目標 ” のことです。 日本エンタープ
ライズグループは、創業来掲げる企業理念のもと、社業を通
じてお客様、取引先、株主・投資家、地域社会、従業員など
すべてのステークホルダーの皆様の、物心共の幸せに貢献す
ることが当社の社会的責任であると認識し、さまざまな活動に

株式会社and One

株式会社会津ラボ

●IP-PBX
『Primus』
の開発・販売
●VoIP エンジン
『Primus SDK』
の
開発・販売
●オープンソースを利用した
ソフトウェアの開発

●アプリ / Web システム開発・運用
●ホームページ制作
●企画・デザイン
●コンピュータに係わる
新技術の研究開発

取り組んでいます。

日本エンタープライズ
グループ
株式会社プロモート

いなせり株式会社

●キッティング作業支援システム等
業務効率化ツールの企画・開発・販売
●アプリ / Web サイト開発
●システムエンジニアリングサービス

持続可能な社会へ
事業を通じた
取り組み
DX（デジタルトランスフォーメーション）を支援する
IT ソリューションや、生活に役立つコンテンツを提供
組織体制

株式会社スマート・コミュニティ・サポート

「我々は商人たるの本分に徹しその活動を通じ社会に貢献し、
文化の進展に寄与することを我々の真の目的とする」

●モバイルコンテンツの企画・開発・運営

会社概要

CORPORATE PROFILE
会 社 名

設

立

日本エンタープライズ株式会社
（Nihon Enterprise Co.,Ltd.）

資 本 金

11億円
（※）

役員構成

代表取締役社長
常務取締役
常務取締役
社外取締役
社外取締役
常勤監査役
社外監査役
社外監査役

植田
田中
杉山
小栗
岡田
片貝
𠮷川
星野

勝典
勝
浩一
一朗
武史
義人
信哲
正司

従業員数
（連結） 199名（※）
所 在 地

事業内容

1989 年5 月30 日

[ 本
社 ]
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-17-8 松岡渋谷ビル
03-5774-5730
（代表）
[ 名古屋オフィス ]
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-15-20 三永伏見ビル
052-265-9191
（代表）
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NE銀潤株式会社

●自然エネルギー等による発電事業及び
その管理・運営、地方創生

「日本で一番、全役職員が幸せを感じる会社」
を
目指した組織づくり
経営理念

●東京魚市場卸協同組合公式、
飲食事業者向け鮮魚ECサイト
『いなせり』の企画・開発・運営
●一般消費者向け鮮魚ECサイト
『いなせり市場』の企画・開発・運営

■クリエーション事業
○コンシューマー向けコンテンツサービス
○法人向けビジネスサポートサービス
○その他（太陽光発電）
■ソリューション事業
○システム開発・運用サービス

取引銀行

三井住友銀行、
みずほ銀行、
三菱UFJ 銀行、
りそな銀行

主要取引先
地方自治体、国公立大学、ｉ
Ｔｕｎｅｓ株式会社、アイ・ティー・エックス株式会
社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社 NTTドコモ、NTP システ
ム株式会社、エンブレース株式会社、シャープ株式会社、関西電力株式会社、
Google LLC、KDDI 株式会社、株式会社 KDDI テクノロジー、コネクシオ
株式会社、株式会社 JTB、株式会社 JVC ケンウッド、株式会社スマートバ
リュー、全日本空輸株式会社、ソフトバンク株式会社、ダイハツ工業株式会社、
千葉トヨペット株式会社、株式会社 TSUTAYA、株式会社ティーガイア、株式
会社 TD モバイル、株式会社ドコモ CS、トレンドマイクロ株式会社、名古屋
トヨペット株式会社、成田赤十字病院、LINE 株式会社 ほか
（順不同）

※2021年5月現在
（記載されている商品名、
会社名は、
各社の商標または登録商標です）

10

www.nihon-e.co.jp

