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NEW VALUES 
TO OUR WORKSTYLE

KDDI まとめてオフィス グループ

大阪府大阪市中央区城見2-2-72　KDDI大阪第２ビル

KDDI まとめてオフィス関西株式会社

https://www.kddimatomete.com/kansai/ https://www.kddimatomete.com/chubu/
愛知県名古屋市西区名駅2-27-8　名古屋プライムセントラルタワー

KDDI まとめてオフィス中部株式会社

https://www.kddimatomete.com/higashi/
宮城県仙台市青葉区一番町4-1-25　JRE 東二番丁スクエア

KDDI まとめてオフィス東日本株式会社

東京都渋谷区代々木3-22-7　新宿文化クイントビル

KDDI まとめてオフィス株式会社

https://www.kddimatomete.com/

広島県広島市中区八丁堀16-11　スタートラム広島

KDDI まとめてオフィス西日本株式会社

https://www.kddimatomete.com/nishi/

KDDI まとめてオフィスグループ｜会社案内

イキイキとした
商いの未来にむけて



KDDI まとめてオフィスグループは、KDDIの法人事業の一翼を担う子会
社として2011年に設立しました。
以来、さまざまなお客さまのご要望や課題に対し、お客さまの想定や期
待値を超える仕事の効率化やクオリティ向上を実現する新たな働き方
をご提案させていただくことで、ご信頼にお応えしてまいりました。
コロナ禍以降、非接触社会への急速な変化を余儀なくされ、日本はデジ
タル化×AI世界へと大きく舵をきり、コミュニケーションの在り方そのも
のが大きく変わりつつあります。これらの変化は、人々を場所や時間の制
約から解放し、新たな生産性の高い効率的なワークスタイルへのシフト
を促進することになるでしょう。
私たちは、お客さまに必要で最適なワークスタイルをご提案し、それを実
現するためにKDDIの高品質な通信ネットワークをバックボーンにクラウ
ドやIoTといった次世代の技術からオフィス機器や防災グッズに至るも
のまでをワンストップで提供しサポートしてまいります。

私たちには、『あらゆるお客さまに最適な働き方と環境を見いだすことで事業拡大に貢献し、
お客さまに喜んでいただきたい』という想いがあります。
最も身近なパートナーとしてお客さまに寄り添い、頼りにしていただけることを目標に、
お客さまとともに新たな未来を創り出し、社会から必要とされる会社であり続けたいと思います。

私たちはお客さまとともに、
イキイキとした商いの未来を創造します

ビジネスの先にある、よりよい社会のためにも

いい仕事場で、
いい仕事。

CORPORATE SLOGAN

TOP MESSAGE

FOR SOCIETY

KDDIの高品質ネットワークを基盤に
拡張性のある働き方を″まとめて″サポート

OUR STRENGTH

KDDI まとめてオフィス株式会社
代表取締役社長

髙橋 正明

パーソナルセグメント
一人ひとりの生活にワクワクを

BUSINESS AREAS

KDDI まとめてオフィス
の事業領域

お客さまのビジネスに貢献する
『真のビジネスパートナー』に

ビジネスセグメント

KDDIの事業展開

パーソナル
ライフ

デザイン領域
グローバル
コンシューマ

高品質の
コミュニケーション
ネットワーク

イキイキ
働く環境

従業員の
生活の

豊かさに貢献

パートナーシップ

お客さまの発展により
経済の成長を支える

地域社会の
暮らしを支える

持続可能な
環境を支える

ステークホルダーとのパートナーシップを通じて
社会の課題解決に貢献

質の高い学習環境と
健康の促進

誰もがイキイキ働ける
職場環境の実現

お客さまの発展により
経済の成長を支える

地域社会の
暮らしを支える

持続可能な
環境を支える

質の高い学習環境と
健康の促進

誰もがイキイキ働ける
職場環境の実現

省エネ推進と
循環型社会への取組み

国際社会の共通目標であるSDGs。
KDDI まとめてオフィスは、SDGsに賛
同し事業を通じてさまざまな社会課題
の解決に貢献します。
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SOLUTIONS

お客さまが抱えるさまざまな課題に寄り添い、
一人ひとりのイキイキとした未来のために、
デジタル化への積極的な支援で貢献し、
新たな未来をワンストップで創造します。

営業力＝
スピード×セキュリティ

イキイキと働く環境

KDDI まとめてオフィス

未来につながる
持続的成長のために

［業務効率］
● 外出時の移動時間も有効活用
● 定番のMicrosoft Office（注）を
 クラウドで活用
● ウェブベースのオールクラウド

［業務支援］
● 迅速な連絡体制
● 分かり易いUIで利用率アップ
● 場所を選ばず会議や打ち合わせ

［セキュリティ］
● 万が一紛失しても安心の利用環境
● デバイス、アプリケーションを統合管理
● 利用アプリ制限やリモートワイプ

いつでもどこでも
イキイキ働く

［業務効率］
● 最新ITツールとインフラで
 快適環境を実現

［リアルオフィス］
● オフィス内既存設備の
 ワイヤレス化でさらに快適環境に
● 会議におけるデバイスからの
 投影はワイヤレスで
● 照明は、スケジュールや
 人感センサーで制御

［バーチャルオフィス］
● 外の空間がオフィスに
● サテライトオフィスで
 いつでも業務が可能
● リモートアクセスは、KDDI FREで
● 場所を選ばず、ビデオ会議

ソリューション・商品に
ついての詳細は、
ウェブをご覧ください。

注）「Microsoft®」は、Microsoft Corporationの商標または登録商標です。

https://www.kddimatomete.com/product/



SOLUTIONS

KDDI まとめてオフィス

ソリューション・商品

データの可視化による
コスト削減

高品質のコミュニケーションネットワーク

［賃貸物件の合理化対策］
● 設備を見直し、コスト削減
● 固定電話を減らし
 PBXダウンサイジング
● 古い機種はリプレース
● 複合機のリース料金や設置場所、
 台数を見直し

［自社物件の合理化対策］
● 設備を見直し、コスト削減
● 10年を超える空調を切り替え
● 電気契約を見直し
● 水銀灯をLEDに切り替え
● 電気料金の請求書を一本化
● 通信費を見直し

事業継続
（BCP対策）

［通信確保］
● 最優先は人命確保と従業員の安否
● 災害時に強い第三の通信手段
● データ＋音声を衛星通信で接続

［事業継続］
● 分かり易いUIで利用率UP、
 安否確認にも
● 災害時の電源確保とともに
 通常時の予備電源も確保

［データ保全］
● 国内18拠点に広がる堅牢な
 データセンター
● SLA99.99%の高信頼性IaaS

社員の安全と
企業セキュリティ

従業員の生活の豊かさに貢献

［社員を守る］
● 大切な社員を事故から守る
● 通信機能と車内カメラも搭載した
 ドライブレコーダー
● 危険挙動の運転映像をクラウドに保存
● 交通事故を未然に防止し
 業務効率化も実現
● 分かり易いUIで安否確認

［企業を守る］
● 建物への不正侵入をプロテクト
● 監視カメラは、視聴だけでなく、
 トークバック（呼びかけ）機能などを
 クラウド型で活用
● カード式や生体認証など多彩な
 認証方式の入退室管理システム
● 外部の不正アクセスを監視
● パソコンからの情報漏えいリスクを防止
● パソコンのウィルス対策

従業員の暮らしを応援し
企業価値向上

［生産性向上］
● 事務所に戻らず現場で業務を完結
● 業務に合わせてデバイスと
 通信環境を選択
● 共有アドレス帳で一括管理
● 場所を選ばずスマートフォンから
 出退勤の打刻が可能
 休暇取得状況や月末手動計算の
 管理から解放

［従業員満足度向上］
● 多様な福利厚生サービスを
 賢く利用可能
● 社員の健康を守る
● 社員の学びを支える

［空間活用・
コミュニケーション活性化］
● さまざまなニーズのスペースを確保
● IT環境、オフィス空間を改善
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CASE

導入事例

オフィスの
課題を
解決します。

ワンストップで
貴社の思いを
実現します！

ご相談・お問い合わせ
気になること、知りたいこと、どんなことでも
ウェブからお気軽にご相談ください。

https://www.kddimatomete.com/

1営業日以内に
ご連絡
担当者から、電話にて1営業日以内に
ご連絡します。ご訪問することも可能です。

ご要望に応じた
コーディネート
お客さまのご要望を伺い、
最適なソリューションをご提案します。

ご利用スタート・
サポート開始
ご利用開始後も、
充実の体制でサポートします。

一刻を争う、
業務連絡をスピーディーに

快適な通信環境

全教室の様子を映像と音声で
いつでも確認

セキュリティ強化

地域格差のない福利厚生は、
人事採用の強い武器に
福利厚生のメニューは、映画館や飲食店など身近にある多彩な店舗
の優待のほか、eラーニングなどの資格取得に役立つコンテンツも人
気です。

情報共有と業務改善

ウェブ会議システムで実現する
業務効率化
遠隔地とのコミュニケーションやテレワークでの打ち合わせに最適。
育児や介護が理由の離職防止にも有効です。
　

テレワーク

施設全体の電気代を
約28%削減
電力を「auでんき」に切り替え、電力使用量を見える化。施設内外の照
明をほぼすべてLED照明に交換したことで、電気代の抜本的削減に成
功し従業員の節電意識も向上しました。

コスト削減

人材育成を支援する宿泊研修施設
規模や用途に合わせた多目的スペース

オフィス環境整備

導入は簡単 !　 KDDI まとめてオフィスの営業担当者がフルサポート

「auスマートフォン」と「LINE WORKS with KDDI」（注1）を導入。
社員間の連絡や情報共有のスピードが大幅にアップし、幅広い業務の
効率化と社内コミュニケーションの深化を実現しました。

ホールは最大1,500人、研修室は10数名から数百名まで対応可能。
休憩や談話、懇親のほか打ち合わせにも利用できる、ゆとりある多目
的スペースを完備。

注1）LINE WORKSは、LINE株式会社およびWorks Mobile Corporationの商標または登録商標です。
注2）safieは、セーフィー株式会社の登録商標です。

教室の防犯対策の強化と、離れた場所にある教室の運営状況を確認
するために「まとめてネットワークカメラ with safie」（注2）を導入。
不審者の侵入抑止のほか、各教室のセキュリティ管理が可能に。
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お客さまが抱える課題を解決した事例をご紹介
します。
さまざまなサービスを組み合わせた、お客さまに
最適なソリューションで生産性向上、コスト削減、
セキュリティ向上などの課題を解決しています。

事例の詳細、そのほかの導入事例は、ウェブをご
覧ください。

https://www.kddimatomete.com/case/



沿革
2011年

2012年

2013年

2016年

2月

4月

2月

4月

2月

KDDI まとめてオフィス株式会社設立

名古屋・大阪・埼玉・多摩・千葉・横浜エリアに拠点を設置

関西・北陸エリア、中部エリア、北海道・東北エリア、中国・四国・九州エリアをサポートする
次の地域会社4社を設立
●KDDI まとめてオフィス関西株式会社
●KDDI まとめてオフィス中部株式会社
●KDDI まとめてオフィス東日本株式会社
●KDDI まとめてオフィス西日本株式会社

5社体制による営業の開始

通信機能を搭載したドライブレコーダー「まとめてくるまティクス」の提供開始
※2018年12月「まとめてくるまティクス2」の提供開始

2017年 12月 高画質なクラウド録画で低コスト「まとめてネットワークカメラ with safie」の提供開始

2019年 2月 充実の福利厚生アウトソーシングサービス「まとめて福利厚生」の提供開始

2020年11月現在

KDDI まとめてオフィスは、
あらゆるシーンの『イキイキ働く』に貢献し
未来につながる事業の成長を支えます。
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KDDI 法人お客さまセンター

0077-7007
受付時間 9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

※どちらのフリーコールでも通話料は無料です。

0120-921-919

ウェブからのお問い合わせはこちら
https://www.kddimatomete.com/








