安心・安全なITソリューションを 提供します。

2021

�月 情報セキュリティマネジメントシステム 取得

グローディア株式会社は、
情報化社会における最先端技術に対して、
新しいエンジニアリングの

2020

あり方を提案しております。

�月 XSERVER導入サービスを開始
�月 ツイート削除サービス、
ツイ消しくんをローンチ

常識にとらわれない柔軟な発想と創造で、
人を思いやり人を大切にする基本の理念を基に、

2019

社員一人ひとりの技術力向上と、
お客様の信頼と満足を追求し多様なニーズに応えられる

�月 Googleスプレッドシート 導入・改善サービスを開始

高品質なサービスを心掛けます。

2018

私たちは、
お客様に最良のご満足をいただくために、
広くは社会に貢献するために個々の力を

�月 顧問ITサポートサービスを開始
�月 WEBサイトおまかせサービスを開始
PWA構築サービスを開始
�月 EXCELマクロ・VBA改善サービスを開始

最大限引き出して、
より信頼性の高いサービスを提供してまいります。
代表取締役

2017

��月 WEBデザイン事業を開始

2016

2014
2012

�月 ネットワーク構築事業を開始

�月 一般労働者派遣事業許可証を受領

2007

�月 開発事業を開始
払込資本金を����万円に増資

2015

�月 サーバ構築事業を開始

�月 一般事業主行動計画書を策定

�月 本社移転

��月 プライバシーマーク(Pマーク)を更新

株主総会

��月 有料職業紹介事業許可証を受領

代表取締役
取締役

�月 セキュリティ・ポリシーの策定

�月 ホームページ開設

ソリューション本部

�月 東京都武蔵野市（三鷹）に資本金����万にてグローディア株式会社を設立

プロダクツ本部

2003

営業本部

��月 東京都労働局・特定派遣事業届出

管理本部

�月 東京都千代田区（秋葉原）に本社を移転

経営企画本部

2005

情報管理対策室

��月 関東ＩＴソフトウエア健康保険組合に加入

システムソリューション部 門
ビジネスソリューション部門
ネットワークソリューション部門

プロダクツソリューション部門

お客様のご希望に応じ 技術支援をいたします。

System Engineering Service

System Integration

システムエンジニアリングサービス

システムインテグレーション

システムエンジニアリングサービス (SES) とはシステム、
ソフトウェアの専門的な設計 / 開発 /

システムインテグレーター (SI) とは、IT 技術を駆使し、世の中が便利になる仕組みを提供する

スケジュールや仕様が決まっていない、解決すべき事柄が多く手を付けるべき箇所がわからない、

保守までを請け負います。SES と異なり、弊社のチームリーダーがプロジェクト達成までを指揮

構築 / 運用の行える技術者を常駐させ、顧客企業に対して労働力を提供する契約です。

というお客様に対してでも確かな経験と実績を持った人材によるあらゆる支援が可能です。

3つの技術が集結！ITパワーで問題解決！
！
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サービス業向け VPN システム



官公庁通信可視化システム

大学ネットワーク・サーバ新規 / 更改



製造業向け業務管理システム
官公庁運用管理システム
新聞社ネットワーク更改

他多数

します。弊社環境での作業となりますので、困ったことを丸投げしたいお客様に適しております。

ネットワーク

クリエイティブ
小売業

役割のことです。
お客様の業務を理解し、問題の解決、業務の効率化のため、設計、開発、運用・

サーバ

L�/L� スイッチの最適な設計をご提案
 業務内容

L�/L� スイッチ設計 / 構築、ロードバランサ設計 / 構築
ファイアウォール設計 / 構築

 構築実績

Cisco/Catalyst 各種製品、大規模検証環境への導入実績
ALAXALA 各種製品、APRESIA 各種製品

 OS

RedHat Enterprise Linux �,�、CentOS �,�、AIX
Windows Server ����,����

 ミドルウェア

Apache、Tomcat、Oracle、MySQL、Squid、Postﬁx、bind
ﬂuentd

 仮想基盤 設計 / 構築

FortiGate VM シリーズ ( 仮想アプライアンス )

 監視 設計 / 構築

McAfee WebGateway、F� BIG-IP 各種製品、A�� 各種製品

実運用を見据えた構築をします

ニーズに応えたシステムを提供します

VyOS/Vyatta( 仮想アプライアンス )、Juniper SRX、Juniper SSG
CheckPoint FW�( 仮想アプライアンス )

アプリケーション

VMware vSphere �.�-�.�
Zabbix、Nagios、SiteScope、PATROLCLARICE

 バックエンド

Java(Struts、Seaser、EJB 等 )、Nodejs(expressjs)
Ruby(RubyonRails)、PHP (CakePHP、codeigniter )

 フロントエンド

WEBデザインにも対応

HTML�、javascript( jQuery、websocket、webRTC)
CSS� (レスポンシブデザイン、bootstrap、scss )

 アプリケーション設計 / 開発

iOS(swift、Objective-C)、Android(Java)、Titanium、cordova
組込みアプリケーション設計 / 開発、C,C++,COBOL

未踏の地へ
グローディアの挑戦は

ネットワーク構築、システム開発にとどまりません。
イノベーションを創出するため

模索、開拓、提案を続けています。

自社開発製品
テレワーク環境導入サービス

安心簡単低価格。
企業にとっても社員にとってもメリットの大きいテレワーク
の導入を実施します。
「共有のファイルストレージを設置したい」
「社員の接続ログを閲覧したい」
「社員の所属する部署によって接続できる範囲を変えたい」
といったネットワーク設備のご要望についても承れます。

会社情報
企業理念

社会の
「より便利に」
「より豊かに」を人材育成と技術力向上で追求する

事業目的

多岐にわたる知的産業分野など、
これまで培った技術と実績を基に高度な技術コンサルティングを行い、

情報技術ならびそれに関連する特定分野毎にグループ化した分散型企業への段階的かつ発展的な成長を目指し、
社員一人ひとりの起業家精神を育成支援し、更なる社会貢献への実現を目的として設立いたしました。

会社概要

エクセルマクロ・VBA改善サービス

PWA構築サービス
×

商号

所在地

〒���-����

資本金

��,���,���円

設立
役員









顧問








低価格でエクセルVBAを導入いたします。
今まで手作業で行っていた作業や、
エクセル上での単純作業
を、
大幅に省力化。自動化によりコア業務への集中、入力ミス
の軽減が望めます。

「WEBアプリのままスマホに最適化」
という選択肢。
時間やコストのかかるスマホアプリの構築ではなく、WEBの
開発コストでスマホアプリとしてインストール可能に。
Googleの提唱する最新規格を弊社が導入致します。

顧問ITエンジニアサービス
お客様専属のエンジニアとなり、
PCのセットアップからシステム構築、
新規システム
の立案からその他のご相談まで、あらゆる問題をお気軽にご相談いただける窓
口となります。

お客様の業務内容を理解し、どうすれば効率的に作業を処理できるのかを、お客
様とともに考え提案していきます。

東京都千代田区 東神田２-６-２ タカラビル�F

����年 �月 �日（ 平成��年 ）
代表取締役

中島 秀雄

会計士

南出 浩一（ 元・中央青山監査法人、南出公認会計士/税理士事務所・代表 ）

社労士

川﨑 祐子（ 川﨑社会保険労務士事務所・代表 ）

弁護士

遠藤 直哉（ 弁護士法人・フェアネス法律事務所・代表弁護士 ）

取引銀行

三菱UFJ銀行（渋谷支店）

許認可

厚生労働大臣許可・一般労働者派遣事業（派��-������）

所属団体



グローディア株式会社

関東ＩＴソフトウエア健康保険組合

厚生労働大臣許可・有料職業紹介事業（��-ﾕ-������）
個人情報保護・プライバシーマーク
（��������(��)）

主要取引先

全省庁統一資格・取得（業者コード：����������）

NTTグループ会社・各社
NTTデータグループ会社・各社
株式会社インターネットイニシアティブ
株式会社SRA
ソニーエンジニアリング株式会社 エイチ・シー・ネットワークス株式会社
テックファーム株式会社
株式会社アルファネット
法務省
最高裁判所様
独立行政法人 農畜産業振興機構 独立行政法人 農業者年金基金
日本放送協会
広島大学
名古屋大学医学部附属病院
株式会社アルビオン
株式会社tripleA出版
株式会社レゴリス
株式会社吉田製作所
株式会社田代屋工業
株式会社NEXAS
いきいきメディケアサポート株式会社
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
大手上場ＳＩ会社・各社
ソフトウエア開発会社、
他各社
（順不同）

グローディア株式会社
〒101- 0031
東京都千代田区東神田2-6-2 タカラビル9F
TEL：03-3863-2201
FAX：03-3863-2207

https://glodia.jp/

