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自然災害から
人々を守る

空港内で活躍する
保守車両の動態監視

空港で

交通インフラの
安全効率を図る

水位や雨量の監視や
防災設備の制御等

河川・ダムで

タクシー配車の
無線システム

街中で

通行情報、冠水情報、
気温情報、不法投棄の監視等

道路で

災害発生時の通信確保・
映像配信

災害時の通信で

西菱のソリューション力とサポート力で、
多様化するお客様のご要望にお応えします

社会インフラシステムの提供・運用・保守を通じて
安心・安全な社会と暮らしを支えています。

携帯通信端末・パソコンの販売・修理を通じて
人々の快適なコミュニケーションを支えています。

「安心・安全な社会と
暮らしを実現」

「人々の快適な
コミュニケーションをサポート」

情報通信システム事業 情報通信端末事業情報通信システム事業 情報通信端末事業

システムソリューションサービス モバイルソリューションサービス
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コミュニケーション
を支援する

携帯通信端末の修理・再生

携帯通信端末の販売とサポート パソコンの販売とサポート
パソコンショップで携帯ショップで

携帯修理で

観客に
興奮を伝える

撮影・放映業務サポート、
映像制作

競馬場・
イベント会場で

自治体の防災監視システム
（24時間有人監視）

防災情報センターで

代表取締役社長　西岡 伸明

当社は、1966年の設立以来、情報通信分野のエンジニアリングサービス会社として、
技術の発展と共に歩んでまいりました。
情報通信の力で安心・安全・快適な社会の実現に貢献するという使命の下、企画・提案
を行う「ビフォア」サービス、構築・提供を行う「イン」サービス、保守を行う「アフター」
サービスを一貫して提供することで、お客様のご要望にお応えし、信頼関係を築い
てまいりました。
今後も情報通信技術の発展がもたらす新技術の活用に積極的に取り組み、常に創意
工夫を重ねることで、ソリューション力ときめ細かなサポート力に磨きをかけ、お客様
のご要望にお応えしてまいります。
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社会インフラシステムの企画～開発・構築～
運用・保守に至るまでのトータルICTソリューシ 
社会インフラに不可欠な情報通信システムや公共施設で用いられる映像情報システムなどの
企画から開発・構築、運用・保守までトータルICTソリューションを提供。独自のシステム開発力と
豊富な経験で鍛え上げたエンジニアリング力とで、社会の安心・安全を支えています。情報通信システム事業

3
システム
設計

2
実施計画

1
システム
企画・提案

4
開発

5
システム
構築6

現地据付・
システム調整試験

運用・保守
サポート

8
定期的な
改善提案

問題解決を
トータルにサポート

お客様の要望を多角的に検証し、
独自の工夫を盛り込んで最適なプランを提案します。

遠隔監視によりお客様のシステムを
24時間体制で見守る保守管理サービスを提供。

当社では、お客様がお困りになっている
課題の解決を第一に、つねにお客様視点
でのサービスを心がけています。お客様の
故障履歴等はストックし、これを参照・
活用することで最適な運営・保守サービス
を提供しています。
さらにICT技術の進展によるシステムの
クラウド化・ASP化とともに、新しい形態の
無線通信サービス（MVNO）等を用いた
システムの提供を通じて、サービスの多様
化や低価格化にも取り組んでいます。

万全の保守・サポート体制

お客様の要望を的確に把握。
創造力と技術力を結集し、
最適なプランを提案します。

災害出動支援
防災訓練支援

システム構成品
修理・再生

お客様
相談コーナー 端末サポート

事業

映像システム運営
（中継・配信）

電波伝搬調査

電波システム
障害調査

解決

お客様

西菱電機

問題

保守・サポート

最適な機器・
ソフトを組み
合わせることで、
お客様のニーズを
かたちにします。

情報通信システム事業

納入後も技術と誠意を尽くして
お客様の安心を支え、さらなる
信頼の絆を築いていきます。

I n

Before

After

システムソリューションサービス

7
遠隔監視によりお客様のシステムを
24時間体制で見守る保守管理サ ビスを提供 納

お客様の要望を多角的に検証し、
独自の工夫を盛り込んで最適なプランを提案します
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ョンを提供しています
幅広い技術領域で、さまざまなニーズに応えます
当社は情報通信分野でさまざまなプロジェクトに挑戦し、全国の官公庁・民間
企業に多くの納入実績を築いてきました。こうして培った豊富なノウハウと
最新技術を駆使し、幅広い技術領域で、お客様のニーズに応えています。

きめ細かな施工管理システムのもと、
経験豊富な現場スタッフが
確かな施工・納入を実現します。

納期・コストにも配慮しながら、
専門のエンジニアが最適な
システムを設計・開発します。

業務支援ソリューション

道路ソリューション

河川ソリューション

水管理ソリューション

防災ソリューション

さまざまな情報通信システムの開発にあたる
のは当社独自のSEチームです。クラウドや
オープンシステムなど最新のICTソリュー
ションに精通したスペシャリストが、お客様の
課題を的確に把握し、最適で使いやすいシス
テムを構築しています。

競馬場や「道の駅」などで利用者に的確な情報を伝え、
夢と感動を与える映像情報システム。
当社ではこれら情報システムの企画から構築、保守・
運営に至るまで、一貫したエンジニアリング力で
トータルに提供しています。

独自のシステムソリューション

映像システムソリューション

・自治体・住民に防災情報を提供する 河川情報提供システム
・ゲリラ豪雨などの増水による
  　　　　　　事故を防止する河川緊急警報システム
・雨量・水位及び監視設備を
　　　  集中監視するクラウド型テレメータシステム

・河川や水路を遠隔管理する 水管理情報伝送システム
・浄水場内の設備を監視する ネットワークカメラシステム
・施設への不審者等を
　　　　    検知する侵入監視セキュリティシステム

・凍結注意報等の自動表示で交通事故を防ぐ 道路情報システム
・地下通路での車両水没等を未然に防ぐ 冠水警報システム
・道路パトロールカーの情報を伝送する 路車間通信システム
・監視カメラの画像処理技術で駐車スペースの状況を
　  自動表示するパーキングエリア駐車場誘導システム

・効率的な配車業務を実現する 車両動態管理システム
・商業施設などの防犯環境を構築する 監視カメラシステム
・災害時でも安定した通信を可能にする デジタルＭＣＡ無線
・携帯電話網を用いてタクシーの自動配車を行う IP無線システム

・情報通信ネットワークで
　　　　　　　住民に情報提供を行う 防災情報システム
・災害時の情報伝達を担う デジタル防災行政無線システム
・安価にシステムが構築できる MCA防災無線システム
・WEBなどで砂防気象情報を
　　　　提供する 土砂災害情報相互通報システム
・海岸に設置した表示板に津波警報等を
　　　　　　　　　  表示する 津波情報配信システム

納期・コストにも配慮しながら、
専門のエンジニアが最適な

テムを構築しています。

きめ細かな施工管理システムのもと、
経験豊富な現場スタッフが

システムを設計 開発します。
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主要３キャリアの
携帯電話ショップを運営

使いこなしていただくための
サポートを実施
お客様のライフスタイルに合わせ、最適な
機種・料金プランを提案するコンサル
ティングサービスを提供。スマート
フォンなど高機能化が進む携帯通信
端末を快適に使いこなしていただくお
手伝いをしています。

当グループでは、ドコモ、au、SoftBankの
主要３キャリアのショップを近畿各地に
展開。常に店頭でのお客様の声に耳を
傾けながら、地域や顧客特性に応じた
サービスを提供し、お客様に選ばれる
店舗づくりに努めています。

当社では携帯電話ショップのバック
アップ業務を担っています。顧客情報
管理システムの構築から専用端末の
設置まで、ショップ運営に不可欠な
システムの安定稼働を24時間365日
体制で支えています。

携帯電話ショップの
運営をバックアップ

時代のニーズを捉えた確かなマーケティング力でお客様の要望に応えます

携帯通信端末・パソコンの販売から修理・
アフターサービスまでトータルICTソリューシ
ショップを通じてお客様とダイレクトにつながるマーケティング力と、携帯電話の創生期から
機器の修理再生で鍛えてきた技術力。そんな当社の強みを最大限に発揮して、お客様の携帯・
パソコンライフを支えるとともに、複雑化・高度化するニーズに応えています。情報通信端末事業

お客様の声をもとに
「ご要望にお応えするサービス」を提供

お客様のご要望を把握するため、しっかりとお話を伺い、
信頼関係を築く接客に取り組んでいます。頂いた声は、
商品提案や、店舗改善、お客様向けイベント開催などに
反映しています。

モバイル・コミュニケーション支援

情報通信端末事業

モバイルソリューションサービス
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㈱ピーシーデポコーポレーションのフラン
チャイジーとしてパソコン・ネットワークの
総合専門店「PC DEPOT箕面店」を運営。地域
にしっかり根づき、販売から相談・修理まで、
お客様の安心・快適なPCライフをサポー
トしています。

お客様のPCライフを
しっかりサポート

地域密着型のパソコン販売・サポートを展開

ョンを提供しています
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携帯通信端末修理再生主要業務

業界屈指の品質管理体制でスマートフォン等を修理再生

スピーディな修理再生を実現、環境保全と資源の
有効活用にも貢献
当社では修理再生事業において、業界
屈指の品質管理体制を構築。携帯電話
の発売当初から蓄積してきた技術とノウ
ハウを活かし、スマートフォンの受付・
仕分けから原因調査、修理、検査、出荷
まで、各工程をライン化しています。
また、当社考案の新技術を用いて水に
濡れて電源が入らない携帯通信端末
から電話帳等のデータを抽出し、別の
携帯通信端末に移し替える「水濡れ
データ復旧サービス」のほか、故障携帯
通信端末の「即時交換業務」において、
端末検査や品質向上に寄与する調査
にも取り組んでいます。

携帯通信端末以外にも対応
携帯通信端末の修理再生で培った「はんだ
付け技術」を活かして、テレビ・カーナビ等
の各種基板・集積回路の修理改修を行って
います。

パソコン販売

て

しています

携帯電話・スマートフォン
パソコンのサポート

携帯電話・スマートフォン
パソコンの販売携帯電話・スマートフォン

パソコンに関する
コンサルティングサービス

Before

After

I n



コンプライアンス・情報セキュリティの取組み

当社では「お客様に信頼される企業」を目標に、
コンプライアンスに関する社内体制を強化してい
ます。情報管理についても、情報セ
キュリティ委員会を設置し、厳重
な体制を構築。これらを実効性のあ
るものにするため、子会社、協力会
社に至るまで、教育と啓発を継続し
ています。

品 質・ 環 境 I S O へ の 取 組 み

製品やサービスの品質管理を徹底してお客様
満足の向上に取り組んでいます。平成15年1月に
は品質マネジメントシステムの国際
規格ISO9001：2000を取得。さら
に平成20年1月には環境マネジメン
トシステムの国際規格ISO14001：
2004を取得。
環境に配慮した事業活動を推進し
て環境保全に努めています。

〒664-0847  兵庫県伊丹市藤ノ木3丁目5番33号
TEL：072-771-3811 FAX：072-771-3830

http://www.seiryodenki.co.jp/

情報セキュリティ
マネジメントシステム登録証

品質マネジメントシステム登録証

環境マネジメントシステム登録証


