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Business Theme

笑顔の真価。

笑顔の先に、価値がみえる

ともに笑顔で、ともに歩む。
多くの皆様のご支援のもと
OSKは今日まで成長の道を歩んできました。
これからもお客様と笑顔を分かち合える企業として
“SMILE & eValue”をビジネステーマに
笑顔の先に見える、真の価値を追求していきます。

SMILE  &  eValue



Package Software
パッケージソフトウェア開発・販売

OSK Business Partner Program
OSKビジネスパートナープログラム

Products & Solution
ソフトウェア受託開発・システム構築
コンサルティング・データコンバートサービス

OSKは、1984年の創立以来、急速に進化をつづけるITネットワークやシステムインテグレーションの業界
で、お客様のビジネスと業務の効率化を支援できるソフトウェアや各種ソリューションの提供に努めてき
ました。その間一貫して追求してきたのが「真に価値あるソリューション」です。どんな最先端技術も時代の
トレンドも、お客様が簡単に扱え、安心して利用できるものでなければ、真の価値は生まれてきません。
“SMILE & eValue”それは、お客様が笑顔で接することができる製品やソリューション。そして、真の価
値を成長の喜びに変えることができる製品やソリューションです。私たちはこれからも、お客様と笑顔が
分かち合える企業を目指して、“ビジネスとシステム”“人とシステム”の理想の関係を追求していきます。
“SMILE & eValue”それが、私たちのビジネステーマであり、私たちに託された使命です。



Package
Software

笑顔の原点。

お客様の“あればいいのに”
それがOSKのソフトウェア開発の原点です。
私たちのシステム開発のノウハウは、
お客様の多彩なニーズから生まれ、磨かれ、
お客様と私たちを笑顔で結ぶ製品になります。



シリーズ
社員一人ひとりの机にパソコンが配置され、オフィスワークのIT化が本格化する中で、社内の情報管理とコミュニケーションの効率化をはかり
たいというニーズから生まれたのが「eValueNS」です。ドキュメント管理、ワークフロー、グループウェアをはじめとするさまざまなシリーズ製
品の提供でオフィスワークのIT化をトータルにサポートします。

OSKのシステム開発のノウハウから生まれた代表的なパッケージソフトウェアが、「SMILEシリーズ」と「eValueNS
シリーズ」です。この2製品は、基幹系と情報系を代表するシステムとして高い評価をいただいています。

“あればいい”から生まれる。

情報プロセスのIT化

精度の高い意思決定 大きな投資対効果

企業内にある知見ノウハウを企業全体にフィードバック

社内の文書管理や申請・承認を取り入れたワークフローなど
“オフィスワークをトータルにIT化したい”から生まれました。

基幹系と情報系の連携により、企業内にあるデータを統合し、それらを有効に分析・活用すれば、より多くの知見ノウハウが得られます。
得られた知見ノウハウを、企業全体にフィードバックすることが真の企業価値向上につながります。

基幹系システム

業務プロセスの可視化やアクセス制限、アプリケーションの操作ログの記録
など、企業の情報セキュリティと適正な業務フローの構築を支援します。

“内部統制を強化できる情報システムを構築したい”

シリーズ

申請・承認の電子化でワークフローの効率化を実現するとともに、明確な規範
に基づく業務処理で企業コンプライアンスの確保をサポートします。

“スピーディかつ社内ルールに則った決裁処理を行いたい”

ドキュメントの電子化から、セキュアな環境下での文書管理とナレッジの
共有を容易な操作と低価格で実現します。

“文書管理とナレッジの共有をセキュアな環境で実現したい”

社内メッセージやスケジュール管理など、社内のコミュニケーションを円滑に
はかれるグループウェア機能をパーツ化してご提供します。

“IT化に対応した円滑な社内コミュニケーションを確立したい”

1979年、業務処理に必要な機能をパッケージ化し、短期間かつ低コストで導入できる「SMILE」を発売開始しました。以来、お客様のニーズと
時代のトレンドを取り入れながら、国内では抜群の導入実績を誇るパッケージソフトウェアへと成長を遂げています。これからもさらなる
機能強化と製品のシリーズ化をはかり、幅広いニーズに応えながら、あらゆる企業にベストプラクティスを提供します。

オーダー開発では時間とコストがかかる基幹業務システムを
“手軽に導入できればいいのに”から生まれました。

会計、販売、人事・給与などの基幹業務データの一元管理により、業務フロー
の可視化と内部統制に対応した業務処理の実現を支援します。

“基幹業務データの一元化で業務フローを統制したい”

高い業務処理機能とセキュリティ機能に、高いユーザビリティを備え、はじめ
て業務システムを導入する企業でも安心してご利用いただけます。

“誰にでも安心して使える業務システムを導入したい”

カスタマイズが不要なほどの豊富な機能のパッケージ化と、高いフレキシビリ
ティで、さまざまな業態・業種への対応を可能にしています。

“カスタマイズを最小限に抑えて独自のシステムを構築したい”

SOHOから大企業まで対応できるシリーズ製品をラインアップし、さらに企業
の成長に合わせたアップグレードの要望にもお応えします。

“会社の成長に合わせて継続して使えるシステムを導入したい”

と の連携ソリューション

情報系システム



進化をつづけるITシステム、
多様化、高度化の先に求められる価値。
それは、誰にでも使える“やさしいITシステム”です。
OSKは、人とビジネスを笑顔で包む、
そんなITシステムとソリューションの提供をめざします。

Products & Solution

価値の
創造。



私たちが今日まで蓄積したノウハウとシステム開発力をさまざまな分野のお客様にご活用いただけるように、パッ
ケージソフトの開発・販売から、コンサルティング、システム構築まで、幅広いニーズにお応えできるサービス体制を
整えています。

やさしいITシステム。

製品＆ソリューション

●ドキュメント管理 ●ワークフロー ●グループウェア
●eラーニング ●アカウント管理ツール

●販売・購買 ●会計 ●人事・給与 ●顧客　
●CRM／SFA ●CTI ●生産管理 ●開発支援ツール

2次元汎用CAD CADビューアパッケージ
パラメトリックエンジン（自動作画ツール）

シリーズ シリーズ

CAD関連ソフトウェア
映像配信サービス 地図情報サービス
Easy Learning（eラーニング）

SaaS・ASPサービス

情報系ソフトウェア 基幹系ソフトウェア

● ITIL支援サービス
● IT全般統制支援サービス
●情報セキュリティポリシー策定支援サービス
●セキュリティポリシー関連教育・啓発サービス
●セキュリティアドバイザリサービス

● ITSMS（ISO20000）認証取得支援サービス
● ISMS（ISO27001）認証取得支援サービス
●プライバシーマーク取得支援サービス

情報マネジメント関連支援 認証取得支援
●情報セキュリティ評価サービス
●情報セキュリティ監査サービス

情報セキュリティ評価・監査

情報系、基幹系をはじめとする各種ビジネスソフトウェアの開発と販売

情報セキュリティソリューション
各種認定取得支援から、内部統制や事業継続支援まで、広範囲な企業情報マネジメントコンサルティングを提供

ソフトウェア受託開発
お客様のご要望に合わせたオリジナルソフトウェア開発、各種アプリケーションの設計・開発・カスタマイズ、データコンバートサービスまで、
幅広くサポート

Webアプリケーション開発

FileMakerソリューション開発 iPhone、iPad、モバイルアプリケーション開発

ラーニング受託開発 データコンバートサービス

IBM Notes受託開発 AutoCADカスタマイズ開発



私たちから生まれた製品やノウハウを、
より多くの方にご活用いただきたい。
その価値をもっと多くの企業と共有し進化させたい。
“OSKビジネスパートナープログラム”は、
そんな願いのもとに提供されるアライアンスプログラムです。

価値の
 進化。OSK

Business Partner
Program



「OSKビジネスパートナープログラム」は、Sler、ISV、ディストリビュータ、ハードウェアベンダーなどの枠組みを超えた
アライアンスのもとで、エンドユーザーへIT化による全体最適の提供をめざしています。

ひとつの価値から、多くの笑顔を。

販売アライアンスパートナー

Sales Support
Partner
Sales Support
Partner

Sales
Partner
Sales
Partner

Support
Partner
Support
Partner

●セールスサポートパートナー

●セールスパートナー

●サポートパートナー

OSK製品の提案･販売から導入･保守まで、トータルな業務をご担当いただきます。

OSK製品の販売と保守パックの販売のみをご担当いただきます。
導入･保守サポートは、弊社またはサポートパートナー様が担当します。

お客様先でのOSK製品導入に係わるさまざまなテクニカルフェーズをご担当いただきます。

●ビジネスパートナー支援メニュー

情報支援
●パートナー専用サイト
●営業情報の提供
●技術情報の提供

ビジネス展開支援
●アライアンスビジネス診断
●インセンティブ
●プラスαビジネス支援

セールス・サポート
支援

●セールスツールの提供
●サポートツールの提供
●セミナー・イベント企画
●OSKサポートセンター

スキル習得支援

●教育プログラム
●eラーニング
●リアルラーニング
●認定資格制度



会社沿革

1984 大塚システムエンジニアリング株式会社設立
 大塚商会のソフトウェア開発部門として業務をスタート
1988 株式会社大塚システム研究所に社名変更
 日本初のWindows対応のCADソフト、パソコン業務ソフト、グループウェアを開発・発売
1993 株式会社オーエスケイに社名変更
 業界を代表する基幹系、情報系のソフトウェアを相次ぎ開発・発売、数多くのメーカー認定を獲得
2000 本社を東京都江東区亀戸に移転
 ソフトウェア開発から情報マネジメントコンサルティングまでの、幅広いソリューションを提供
2004 株式会社OSKに社名変更
2005 本社を東京都墨田区錦糸に移転
2007 SMILEシリーズの製品ライセンスを大塚商会からOSKに統一
2009 環境ビジネス（エネルギー集計サービス）に参入
2010 SMILEシリーズ発売30周年
2011 資本金を4億円に増資
2012 「生産革新Family」リリース
2013 「SMILE BS 2nd Edition」「eValue NS 2nd Edition」を発売
2014 創立30周年
2015 株式会社アルファシステムと合併

会社概要
社　　名 ： 株式会社OSK （英文社名：OSK Co., LTD.）

代 表 者 ： 代表取締役社長 宇佐美　愼治

本　　社 ： 〒130-0013  東京都墨田区錦糸1-2-1

設　　立 ： 1984年7月2日

資 本 金  ： 4億円

事業内容 ： ・パッケージソフトウェアの開発／販売
  ・ソフトウェア受託開発
  ・情報マネジメントコンサルティング
  ・上記分野の総合サービス提供

Corporate Data

笑顔の先に、価値が みえる。



OSKは創設以来、一貫してソフトウェア開発を中心とした製品・サー
ビスの提供を続けてまいりました。創設当時はオフィスコンピュータ
向けの基幹業務システムを、また業界に先駆けてPC用ビジネスソフ
トやネットワークシステムを開発し製品化いたしました。
常に先進のテクノロジーを調査研究し、最新かつ最適な技術を実装
したソフトウェア製品の開発、および関連サービスを提供することに
よって、お客様の企業活動の生産性向上に貢献できるものと確信し
ております。
OSKは現在「eValueシリーズ」に代表される情報系システム製品、
「SMILEシリーズ」に代表される基幹系システム製品、そしてCAD製
品やITコンサルティングなど、多様な製品と技術を保有する強みを
活かし、これらを組み合わせることで他に真似できないソリューショ
ンを提供しております。今後もお客様に喜んでいただけるよう製品・
サービス創りに開発投資してまいりますので、変わらぬご愛顧を賜り
ますようお願い申し上げます。

役 割

OSKは多くの企業に、先進のITによってもたらされる新しい事業機
会や、経営改善の手段を製品・サービスとして具体的に提供します。
また、ビジネスパートナー様との協業や連携によって新たな付加価
値が創出できるよう支援いたします。

方 針

①顧客（市場・パートナー）満足を大切にします。

②常に次世代の技術動向をキャッチし、モノ創りに取り組みます。

③人にやさしく、わかりやすい、そして実用的な製品・サービス提供に
努めます。

④自由な発想・チャレンジ精神を大切にし、従業員がいきいきと働ける
環境を作ります。

⑤法を遵守し、社会から尊敬される企業を目指し、努力し続けます。

笑顔の先に、価値が みえる。

代表取締役社長

SMILE  &  eValue
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