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Our VISION

ビジョン

2019年をピークに国内の労働人口は減り続け、
2030年にはIT人材不足は80万人ほどになると言われています。

だからこそ、一人の専門分野を持つ人が複数のお客様に価値共有をしないといけな
いと考えています。

私達は、これからの世代を生きる若者を伸ばし輝かせ育成し続けます。
そんな活き活きとした当社の人材をもって労働人口不足問題を解決していきます。

「人とITを活かす専門家」
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サービスの概要

ITサポート

従業員やITサービスの増加や変更で増えてくる本業以外の作業、これらはメーカーやソフトが異なる
と対応内容も様々で煩雑になります。

ティースリーのITサービスは、ITの様々なトラブルをワンストップで解決するサービスです。
ITスキルの充実したスタッフが迅速かつ丁寧に対応いたします。
お気軽に相談できる安心のサポートで、御社のIT担当になります。

「慢性的なIT人材不足」の社会問題を解決するためにサービスを立ち上げました
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IT人材不足の補足資料

経済産業省による調べ
2016年時点で17万人不足し今後の人口減少にともない2030年には78.9万人不足と予想
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事業規模ごとのIT担当者の傾向

事業規模で傾向が異なる
個人事業主から30名規模の企業様はIT担当者がいらっしゃらないケースが多く、その役割を経営者や
若手社員が兼務で行っている場合が多数ございます。
従業員が増えてくると、IT担当を実施する情報システム部門などが設置されるように組織化されてい
きます。
当社ではそれぞれのパターンに合わせてサービス展開を行っています。

1-10名規模

～30名規模

80名～規模

・IT担当が不在
・OA機器販売店などが一部領域を担当
・経営者や若い社員が作業を担うケースが多い

・IT担当の兼任者が配置される
・本業の合間をぬって作業を実施する
・会社全体としてITリテラシー向上が課題になる

・IT担当の設置
・担当者が不足しがちで並行作業が多くなる
・他社事例などのナレッジを取り入れるのが困難
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ご利用イメージ

運用保守
例えば、事務所パソコンや利用しているソフトの調子が悪い時に弊社エンジニアが修復対応をします。
電話でのご案内に加え、リモート操作、メール等でのご案内を実施します。

修理、交換の際は弊社エンジニアが代わりにメーカーに連絡し様々な手配を致します。

パソコンやソフトの不調を直したい
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ご利用イメージ

運用保守
例えば、新入社員やパートナーが増えた時、メールやクラウドのアカウントの追加作業が必要になり
ます。
逆に、退社等があった場合はアカウント削除作業が必要です。
このような作業も、ティースリーサポートにてアカウントの追加、削除を致します。

アカウントの管理や操作を
お願いしたい

パソコンにアカウントを設定

サーバーに
アカウント手続き
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ご利用イメージ

運用保守
例えば、様々なIT資産も調達致します。

年間数千件の対応を行っているエンジニア達が、機能面だけでなく価格面も含めて最適なIT機器や
サービスを選定します。故障したIT機器の破棄も弊社で代行しています。

パソコンの新規調達や
破棄をお願いしたい

パソコンやIT資産を調達、
初期設定し発送

パソコンの破棄代行
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ご利用イメージ

ライセンス調達代行とメリット
当社では市場にあふれるITサービスのライセンス調達の代行を実施しております。
代行によるメリットは販売価格を抑えることと、販売窓口が一本化できる為、管理業務の削減になります。
提供可能なサービスは適宜拡大中です。
導入検討の製品等がありましたらお気軽にご相談ください。
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参考資料 – 情シスの役割

サポート

•IT資産管理

•ヘルプデスク

•メーカーへの問合せ

•トラブルシューティング

•...etc

購買

•機器の策定・購入

•ソフトの購入

•ライセンス期限更新

•...etc

経営戦略

•IT化の推進

•ペーパーレス化の推進

•働き方改革推進

•ワークフロー改善

•システム化の要件定義

•...etc

開発

•WEBサイトの維持管理

•独自システムの開発

•社内システムの定期開発

•...etc

情報システム
部門

情報システム部の役割

一般に情報システム部門は企業の規模が
大きくなるに連れて設置されていきます。

情報システム部門は、企業の土台を固め
る重要な役割を担います。

主な役割はこの図の様にまとめられます。

当社のITサポートは、サポートを中心に
あらゆるカテゴリの業務を担当致します。
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ご利用企業様紹介

対応実績1

小宮創建エンジニアリング様
業種：建築設計事務所

従業員数：～30名

導入前：状況と問題点
お客様「ITシステムの保守業者を契約していたが、個人事業主で急なトラブルの対応に心配があった。
業務システムも複数取り入れているため、障害の切り分けができず、復旧までに時間がかかっていた」

導入後：弊社対応
企業様ごとに担当エンジニアが複数付きます。担当者が休暇の際は、他のスタッフに引き継ぎ、間断な
くサービスを提供しています。既存システムを業務にどう利用しているのかを把握しているため、障害
復旧までの時間短縮が可能であり、新システムへの移行もスムーズに行える体制です。

その他、定期サポート社数は100社以上、全国にございます。
対応数は年間5000件以上の実績がございます。 11



ご利用企業様紹介

対応実績2

ロバート・リード商会様
業種：医療機器メーカー

従業員数：～100名

導入前：状況と問題点
お客様「社内に情報システム部があるが、システムの検証や切り替えの際に人手が不足し、対応に時間
がかかっていた。担当者が退職するなど専任が不在になる恐れもあった」

導入後：弊社対応
常駐の専任者を出向させ、会社全体のITシステム管理を実施。人手がさらに必要な場合は、一時的に増
員させ、本業への影響を最小限に留めています

その他、定期サポート社数は100社以上、全国にございます。
対応数は年間5000件以上の実績がございます。 12



ご利用企業様紹介

対応実績３

アオアクア様
業種：医療・介護系

従業員数：～100名

導入前：状況と問題点
お客様「拠点や従業員が増えていく中で、パソコン等の障害発生時には役員や社員が対応していた。OA
機器販売の会社や、独自で調べた
IT保守の会社などはあったが、商品販売以外の提案はなかった」

導入後：弊社対応
ワンストップでIT保守をお任せいただける窓口の設置をしました。柔軟な対応を行えるように定期訪問
も実施しました。P-マーク取得と更新に向け、ただコストを掛けるのではなく、IT投資を必要最低限に
する提案を行い、採用していただきました。ウイルス感染を運用で防ぐべく、セキュリティセミナーも
社内向けに提供しています。

その他、定期サポート社数は100社以上、全国にございます。
対応数は年間5000件以上の実績がございます。 13



FAQ

Q:  購入元がバラバラなパソコンや、Macの故障があった場合でも対応してもらえるのですか？

A: 「はい。事務所にありますパソコン、Macや、プリンター、ルーターなどあらゆる機器や業務で使うソフト
ウェアまで対応範囲です」

Q; 遠隔操作のソフトは安全ですか？

A: 「はい。接続する際は、お客様と合意のうえ接続します。接続の際にはワンタイムパスワードを利用するので、
勝手に接続される心配もありません。」

Q: 最低利用期間はありますか？何もしてくれない時があるのでは？

A: 「基本的にありません。パソコン等のトラブルがない場合でも、サポート費用が無駄にならぬよう弊社からシ
ステム改善の提案連絡をする場合もあります。」

よくあるご質問
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ご提案の流れ

導入のご提案
（無料）

① ご提案

② 内容の確定

③ ご提案

弊社サービスについて説明致します。

課題をヒアリングし、サービスプランを構築します。

貴社のご要望にあうサービスを提案し、ご納得頂ける場合には
サービス提供を致します。

ご契約 ④ ご契約 ご契約の意思確認が出来た場合、契約締結になります。

導入

⑤ 現地調査 IT資産情報を整理するため、各拠点、各PC等のIT機器を調査致します。

⑥ IT資産台帳作成 現地調査の結果を踏まえ、IT資産台帳を作成致します。

⑦ 調査報告 改善すべきことや今後のIT強化に向けたアドバイスを実施致します。

運用 ⑧ 窓口開設 ITサポート窓口を開設し、具体的なIT担当者として働きます。
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ITサポートサービス料金

基本料金

メニュー プレミアム スタンダード ライト ミニ

初期費用 都度見積 20万円 10万円 5万円

月額料金 都度見積 20万円 10万円 5万円

条件 PC41台以上 PC40台まで PC20台まで PC10台まで

リモート
サポート

〇 〇 〇 〇

定期訪問 〇 〇 オプション※ オプション※

ITに関連するあらゆる相談ができるITサポートです。
気軽にパソコン周りのトラブルや、システム導入などの相談やリモートサポートが回数制限無しにできます。
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※ 長期間訪問対応がない場合は、現地再調査等を兼ねて
サービス訪問する場合がございます。



ITサポートサービス料金

サポート範囲とオプション
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メニュー 詳細内容 月額料金

トラブル対応 リモートにて、対応・解決致します

サポート範囲内

サーバー切替 メールサーバー・ウェブサーバー切替を行います

PC追加時のセットアップ 弊社もしくは、リモートにて設定を行います

PC内のデータ移行 弊社もしくは、リモートにて移行を行います

郵送による対応 設定やインストールを中心に行います

郵送による修理 リモートで対応不可な修理やデータ復旧などを実施
します

都度見積

定期訪問 月に1度訪問してITコンサルティング等を行います
対応時間は2時間程度です

20,000円/月額

システム開発 業務改善の為の社内システム開発を行います 都度見積

WEB制作 ホームページ等の制作を行います 都度見積

出張サポート
（定期訪問外）

現地に訪問でないと解消出来ない問題を出張対応致
します

初回1時間20,000円
以後1時間10,000円



チャットワーク窓口サービス

ITに関連するあらゆる相談ができる、チャットワークによる窓口を開設します。
気軽にパソコン周りのトラブルや、システム導入などの相談が回数制限なしにできます。
リモートによるサポートや訪問サポートは別途お見積りにて対応となります。

基本料金 メニュー 料金

初期費用 0円

月額料金 30,000円
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オプション料金

メニュー 詳細内容 月額料金

リモートサポート リモートによる様々なITサポートを実施します 1時間 10,000円

出張サポート 現地に訪問でないと解消出来ない問題を出張対応致します 初回1時間30,000円
以後1時間10,000円

郵送サポート リモートサポートが出来ないパソコン等は、ご郵送にて修理
対応を実施致します
部品交換などが発生する場合は都度お見積りとなります

都度お見積り



情シス代行サービス

基本料金

内容

初期費用
都度見積
窓口開設および業務引き継ぎ内容によります

月額料金の
算出方法

保守対象のPC台数1,000円/台
エンジニアの時間工数2,500~5,000円/時間

条件

求めるエンジニアのスキルにより時間工数が変動します
半常駐は週2日からとなります。
最小契約期間は3ヶ月です。
担当エンジニアは当社エンジニアまたは当社パートナーエンジニアとなります。

サポート範囲

ITサポートのサポート範囲（P17)に加え、現地作業が必要となる対応も含まれ
ます。
システム運用の相談や現地でのベンダー打ち合わせなど、御社の情報システム
部門として働きます。

ITサポートのサービス内容に加え、エンジニアを常駐または半常駐させるプランです。
お客様先の作業やコミュニケーションが多い場合や、すでに情報システム部門があった場合はこちらのプランが
おすすめです。
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会社概要

名称 ティースリー株式会社

所在地
〒116-0013 
東京都荒川区西日暮里5-6-10
gran+NISHINIPPORI4F

TEL 03-5812-4761

FAX 03-5812-4781

代表取締役 渡邉一城

設立 2012年10月

受付時間 9：00 ～ 18：00
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