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Profile エージェント・スミスグループ概要
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エージェント・スミスグループは、I T 業務推進における、お客様の多種多様な取り組みに、トータルでお応
えすべく、それぞれに「強み」を持った 4 つの企業で各種サービスをご提供いたします。

エージェント・スミス
・上流局面支援
・実装・運用局面支援
・人材支援

ユニッツ

UNI T Z

I PM

・UI/UX 企画、コンサルティング
・Webサイト企画、制作
・スマートフォンアプリ企画、開発

Agent
Smith

インプリメンテーション
・ソフトウェア開発支援、RPA 開発
・ソフトウェア導入・保守・運用支援
・ニアショア開発受託

NSS

ネットサービス・
ソリューションズ

・インフラ構築
・システム運用管理
・運用コンサルティング

Business Field 事業領域
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グループ各社が持つ「強み」のコラボレーションによる、一貫性のあるサービスを通してお客様のビジネス
をサポートいたします。
企画・計画

実装・構築

誘導・企画支援

UI/UX

管理・構築支援

維持・保守

効率化・実運用支援

UNITZ

Implementation
アプリ
Agent Smith

インフラ

Net Service Solutions

運用

情報収集・分析支援

Service

サービスメニュー
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Agent Smith
上流局面支援

・IT 企画支援サービス

・マネジメント支援サービス

・情報提供サービス (マーケット・技術トレンドの方向性等)

開発・運用局面支援

・IT アーキテクチャー支援サービス
・システム開発支援サービス

・システム運用効率化サービス

人材支援

・PM・IT アーキテクト派遣
・IT人材紹介

・IT人材育成・開発

Implementation
ニアショアを利用した、
ラボ型リモート開発サービス

・提携している地方の地場企業と協業し、大型案件から
小規模の案件まで、柔軟な請負開発

・Web 系システムを中心に、さまざまなアーキテクチャ
要素に対応

・リモート開発に特化した、独自の開発基盤、
コミュニケーション基盤の確立

多彩な RPA ソリューションサービス

・様々な業種、業務での適用実績と確かな費用対効果
・多種多様なツールとの接続実績

・ RPAスペシャリストによる充実した「業務分析」と
「導入支援」
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UN I T Z
UI/UX ディレクション

SIマネージメントを踏襲、洗練されたマネージメントの提供。

システム UI デザイン

高いユーザビリティと、保守性までも考慮された洗練された
業務システムUI。

デザイン・フロントエンド

WEB、アプリ、サイネージ等、ブランドの世界観に

合わせた表現開発を通して、最良の体験を演出します。

CMS 導入支援

誰でも簡単にコンテンツ更新、セキュアで
効率的な運用コンサル・導入。

Net Service Solutions
インフラ構築

お客様のご要望に応じてシステムの現状調査 / 課題整理 /

拡張性(将来性)などをお客様と共有し、最新のテクノロジー
を駆使した、最適かつ有用なシステムのインフラ環境構築
サービスを提供します。

システム運用管理

サーバやネットワーク、業務システムなど多種多様化したテ
クノロジーに対して、システム運用のノウハウ・ナレッジと
ITIL® に準拠した品質で運用管理サービスを提供します。

運用コンサルティング

システム運用のノウハウ・ナレッジを活用し、お客様のシス
テム運用における問題点や課題を整理し、運用業務を最適化
するための運用コンサルティングサービスを提供します。

Company Profile

会社概要

5

会社名

株式会社エージェント・スミス

株式会社インプリメンテーション

株式会社ユニッツ

株式会社ネットサービス･ソリューションズ

代表者

代表取締役社長
山菅 利彦

代表取締役社長
山菅 利彦

代表取締役社長
坂之上 仁

代表取締役社長
坂之上 仁

取締役会長 宮野 隆
常務取締役 坂之上 仁

取締役副社長

取締役
取締役

取締役会長 宮野 隆
取締役 小澤 克彦
取締役 慶徳 隆弘
取締役 山菅 利彦
取締役 後藤 研二

〒106-6135
東京都港区六本木 6-10-1
六本木ヒルズ森タワー 35 階
TEL 03-5786-0660（代表）
FAX 03-5786-0661

〒106-6135
東京都港区六本木 6-10-1
六本木ヒルズ森タワー 35 階
TEL 03-5786-0660（代表）
FAX 03-5786-0661

役員

所在地

坂之上

仁

【ワークプレイス】
東京都港区芝 3-6-9 芝公園プラザビル 8 階

山菅 利彦
堀 健太郎

〒106-6135
東京都港区六本木 6-10-1
六本木ヒルズ森タワー 35 階
TEL 03-6804-1200（代表）
【ワークプレイス】
東京都港区芝 3-6-9 芝公園プラザビル 8 階

〒101-0047
東京都千代田区内神田 3-23-8
第三唐澤ビル 4 階
TEL 03-5244-4722（代表）
FAX 03-5244-4723

2009 年 4 月

2011 年 6 月

2018 年 8 月

2006 年 8 月

資本金

60,000,000 円

20,000,000 円

20,000,000 円

40,600,000 円

社員数

95 名

9名

17 名

97 名

株式会社 JTB 情報システム
株式会社アクティオホールディングス
ANA システムズ株式会社
株式会社インフィニトラベル インフォメーション
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

株式会社 DigilT
株式会社セゾン情報システムズ
税理士法人 日本税務総研
ジクシス株式会社
東レ株式会社

NRI ネットコム株式会社
株式会社 NTT データ・スマートソーシング
株式会社 博報堂アイ・スタジオ
株式会社アマナ
合同会社コンデナスト・ジャパン

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
ネットワンシステムズ株式会社
東急テックソリューションズ株式会社
SCSK システムマネジメント株式会社
日本通運株式会社

設立

主要
取引先

