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お客様のシステム構築を
でお支えします

ビジネスにピースを。
SLJは創業以来、IBMのパートナーとして
様々な業界の基幹システムの構築を担い
デジタル化を通じて社会に貢献してきました。
ITS

solution

ビジネス環境が日々激しく変化する現在、

ITS（インフラ技術支援）事業

ソリューション事業

お客様の抱える課題は多様化しています。

企業活動の根幹を支える大型コンピュータの

生産管理、販売管理、経理、給与、人事など各

整備、各業務に必要なIT基盤の整備・開発・

基幹業務システムのシステム構築から稼動後

私たちはソリューションパートナーとして、

保守を行う事業です。担当者がお話をうかが

の保守・運用サービスまで、一貫したサービ

い、最適なシステムのご提案をいたします。

スをご提供いたします。

最新技術や価値観を学び、
積極的に自らをアップデートしていく必要があります。
創業以来、
３０年培ってきた確かな経験と、
クラウド、IoT、RPAなどのデジタル技術を融合させて

＞ 詳しくはP.04へ

＞ 詳しくはP.06へ

わたしたちの強み

ソリューション・ラボ・ジャパンでは「ワンストップサービス」を掲げて、
お客さまにITサービスをご提供しています。

お客様の未来に貢献するために
「共に考え、共に実現していく」
ITのプロエッショナルであり続けます。

IBM/キンドリルジャパンの
「1次取引先」
として認定

高い信頼性・技術力

構築から保守まで一貫した
サービスを提供

ワンストップサービス

常に100件以上のプロジェクト
が活動中

業務プロセスのIT支援は私たち

お客様の課題・お悩みに向き合い

設立以来長年積み上げた数多くの

ビス、
ビッグデータ活用にも対応。

トップ」
で実現いたします。

つなげます。

にお任せください。クラウドサー
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最 適なソリューションを「ワンス

豊富な実績と経験

実績で、
お客様の課題発見・解決に
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ITS
ITS

01

事業

（インフラ技術支援）

お客様のビジネス戦略をシステムで支える

02

03

CASE STUDY

INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY

SERVER MANAGEMENT

PRODUCT COMPUTING

インフラテクノロジー

サーバーマネジメント

プロダクトコンピューティング

お客様への導入事例・実績

※順不同にて一部掲載しております

10年以上、基幹システムの安定稼働に貢献
生命保険A社様

SLJが誇るインフラ技術

インフラテクノロジー

プロダクト

● IBM System z（z/OS）統合システムサポートサービス
実績

● 支援期間：11年

● 10年以上、基幹システムの安定稼働に貢献

日本アイ・ビー・エムの
パートナー企業

創業以来、日本アイ・ビー・エム/キンドリル

ジャパンのパートナー企業として長年に渡

り多くのプロジェクトを支援しています。そ

● 期間中、重大トラブルにつながる作業ミスはゼロ
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インフラ
テクノロジー

サーバー
マネジメント

の実績はお客様より高く評価されています。

ITS
レガシーからクラウドまで
私達のスタイル。特化した技術力の向上と
新技術への挑戦。卓越した技術力と多様な
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旗振り役となり、システム化プロジェクトを推進
生命保険B社様
プロダクト

メインフレームの
「安定性」
「堅牢性」
「安全性」

オンプレミス、アウトソーシングそしてクラウド

ビジネススタイルにあったプロダクトをBuildtime

は揺るぎなく、今なお多くの金融、公共、鉄道、

まで。サーバーシステムのテクニカルサポート、

・Price・Convenientの3つの利点から選択す

航空などの社会経済の基幹業務を支える社

構築、運用・保守、マイグレーションでお客様の

る時代だからこそ、長年磨いてきたプロダクトス

会インフラシステムとして使用されています。

システムを支えます。

キルがお客様のユーザビリティを実現できます。

サポート製品

サポート製品

サポート製品

z/OS

IBM LinuxONE、Redhat Openshift、Cloud（AWS、Azure、

Microsoft365 、Exchange 、SharePoint 、ActiveDirectory、

IBM Cloud）、IBM Power Systems、Linux、Windows server、

PowerApps 、Notes/Domino 、ServiceNow 、

Windows10、Windows11

RPA（Blueprism 、UiPath 、WinActor）、intra-mart

ビジネスカテゴリーで私達は日々進化して
います。

300以上のプロジェクトを
担当している信頼と実績
「お客様とともに」
を合言葉に、
技術力とマーケティング力で

お客様のビジネス戦略を支え
続けています。

プロダクト
コンピューティング
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サーバーマネジメント

サービス形態

サービス形態

サービス形態

プロジェクト支援サービス、技術支援サービス、統合システム・サ

プロジェクト支援サービス、技術支援サービス、システムテクニカル

プロジェクト支援、技術支援、一括請負型サービス

ポート・サービス
（ＩＳＳＳ）

サポートサービス

開発言語

開発言語

開発言語

REXX、Clist

Java、Javascript、Python、PowerShell、Powerapps、Bash、

PowerShell、Powerapps、Bash、Shell

Shell

資格保有

資格保有

資格保有

基本情報技術者、応用情報技術者、情報セキュリティマネジメン

基本情報技術者、応用情報技術者、情報セキュリティマネジメント、

基本情報技術者、応用情報技術者、ITIL-Foundation、RPA技術者検

ト、ITIL-Foundation、LPIC１、LPIC２、
システムアドミニストレー

ITIL-Foundation、
LPIC１、
LPIC２、
LPIC３、
AWSソリューションアーキテ

定アソシエイト、UiPath RPA Developer Foundation Diploma/ア

タ、
メンタルヘルス・マネジメントⅡ

クトアソシエイト（SAA）、JP1プロフェッショナル/コンサルタント、

ソシエイト、LPIC１、LPIC２、IBM認定アドバンスト・アプリケーション

Python3エンジニア認定基礎、
ビジネスマネジャー検定、
CCNA、
Oracle、

デベロッパNotes/Domino、
ビジネスマネジャー検定、
メンタルヘルス・

IBM Certiﬁed AIX User、
メンタルヘルス・マネジメントⅡ

マネジメントⅡ

● 社内システム・代理店システムの構築推進
実績
● 支援期間：5年

● 現有保険システムの保守・運用の継続

● 並行してプロジェクトの旗振り役に取り組む

インフラ基盤と業務アプリの両面から、
システム保守を支援
銀行C社様

サーバーマネジメント

プロダクト

● 人事管理システムの運用・保守、マイグレーション支援
実績
● 支援期間：4年

● 長期にわたる、現行システムのインフラ基盤保守
● 業務アプリケーションの組織的な支援

Notes/Dominoの運用支援と移行支援を実施
製造業D社様

プロダクトコンピューティング

プロダクト

● HCL Notes/Domino、Microsoft365、intra-mart
実績
● 支援期間：7年

● 移行せずに継続するNotes/Domino側の運用支援
● 移行後の新規プラットフォームの運用支援
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SOLUTI0N
ソリューション

事業

（アプリケーション開発）

お客様が抱える課題を解決

アプリケーション保守サービス

TECHNOLOGY

FEATURE 沿革と今後の取り組み

各種サービスを実現するテクノロジー

約80社との契約による、豊富な経験とノウハウをもとに、安定した保

守サービスをご提供いたします。Web会議ツールにより遠隔地であっ

IBM i ＋ DX活用のリーディングカンパニーを目指します！

てもスムーズに仕様確認が行え時間短縮が図れます。

Webアプリケーション/ ローコード開発
ソリューション

RPG開発保守

お客様の以下の声を研修サービスとしてご提供しています。

論、intra-mart BPMによる業務プロセスの可視化・効率

・若手の技術者にRPGを勉強させて、自社のシステムの保守を任せたい

LANSAによるIBM iローコード開発等を通してお客様の

・プロの正しい知識を教育してほしい

・自分が教育してもよいが、RPGは我流で覚えているので、自分の知識が正しいのか自信がない

化、EVOLIOを活用したEXCELと業務システムの連携、

RPG、PHP、Java、VB.NETを中心とした開発

お客様と一緒に取り組みながら、新たな技術領域にも積極的にチャレンジしていきます。

研修サービス （RPG/フリーフォーマットRPG）

主流であるJava・PHPのWebアプリケーション開発は勿

開発言語

経営目標・ビジネス戦略の実現をご支援させて頂きます。

カスタマー・ラボ

1992

IBM iモダナイゼーション
（IBM i＋OPEN）

2000

IBM iインフラ導入サービス
人材・研修サービス

2010

2020

設立
AI

ジュール管理、導入支援から、ヘルプデスクによる問

ト管理まで協業パートナーとのネットワークを活用

ローコード開発

し、多様なお客様環境に対し、体制型での人材提供
＜領域＞システム開発・導入（基幹、Web、モバイル）、維

OPEN系開発

持管理・保守、ツール開発、ERP導入支援、RPAロボット

大の強みであるIBM （
i AS/400）RPG

DX

開発等

による基幹・周辺他、システム開発を

RPA

SESサービス
RPA開発

が可能です。

RPG開発言語（/Free）まで、弊社最

＜言語＞RPG、ILERPG、Delphi、PHP、JAVA、VB.NET

構想立案からインフラ構築、開発、導

＜ツール＞L ANSA、intra-mart、Webperformer、

入、運用、保守までオールインワンで

Notes、SAP、Bizrobo!、UiPath、AutoMate

ご支援させて頂きます。

DX支援サービス

＜製品情報＞IBM i

お客様のDX実現に向けたITご支援として、当社では得意とする基幹系システム

（バックオフィス業務）
に近い領域からサービス提供しています。

製造ソリューション

以下がサービスメニューとなります。

（生産管理システム構築、導入支援サービス）
製造業のお客様向けに、業種・業務経験が豊富な

・RPA開発支援サービス

定型業務の自動化・システム間データ連携等をご支援させて頂き

技術者による生産管理システム構築をご支援しま

インフラ導入支援サービス

築、システム稼働後の保守までワンストップでの

ご利用のIBM iのマシンリプレース作業（セット

化や管理、作業者への指示や支援としてMES（製

作業について、ご提案、導入、計画立案〜作業実

す。
システム計画立案から、要件定義〜システム構

サービス提供が可能です。また、製造工程の可視
造実行システム）
のご提案も可能です。

＜製品情報＞iSeriesSite生産管理、intra -mar t、

R-PiCS、BPEC、SIEMENS

※

※当社業務提携先経由でのサービス提供

06

BPM

合せ対応、システム監視、障害対応等のインシデン

SOLUTI0N

パッケージソリューション

製造ソリューション向け開発
（MES、
IoT、SAP）

システムの企画・計画立 案、開発品質管理、スケ

S/36時代の開発言語から最新の

開発ツール

2025

（常駐支援・技術者派遣）

＜製品情報＞Java、PHP、intra-mart、LANSA、EVOLIO

IBM i RPG開発
ソリューション

IBM i開発 + DX
（RPG＋API、
AI）

アップ、環境移設）およびOSのバージョンアップ
施までの一連の作業をご提供します。また災害対
策としてHAツールのご提案も可能です。

SERVICE AREA サービス展開エリア
北海道から九州まで多くのお客様に向けサービスを
展開しています。

※西日本エリアサービス開始（2020年7月度〜）

ます。

西日本支店

・業務プロセス改善（BPM）サービス

ビジネスプロセスを可視化し業務の見える化・効率化・自動化をご

関西〜九州エリアを担当

支援させて頂きます。

・クラウドソリューションと基幹システムのデータインターフェース

本社（横浜）、東京事業所
北海道〜中部エリアを担当

＜製品情報＞Bizrobo! 、UiPath 、AutoMate

＜製品情報＞intra-mart 、BPEC

インフラ

…お客様所在地
…弊社事業所

＜製品情報＞IBM i、各社提供のIBM iクラウドサー
ビス、MaxavaHA
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ソリューション・ラボ・ジャパン株式会社
〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル6階
TEL：045-663-1251 / FAX：045-663-5574
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