
システムズ ゴーは、アジア太平洋地域（APAC)の外資系/日系の多国籍企業を支援する ITインフラソリューションプロバイダーです。

Tokyo | Osaka | Hong Kong | Singapore | Shanghai | Beijing | Sydney | Taipei | Delhi

www.systemsGo.asia 

質の高いプロジェクトマネジメントサービスの提供およびクライアントの基幹ビジネスシステムのサポートに
20年以上の経験を持ち、多様な文化への理解と多言語対応力の強みを活かし、テクニカルサービス、

プロジェクトマネジメントサービス、コンサルティングサービスなど、幅広いサービスを提供します。



社名 株式会社 システムズ ゴー

本社
〒106-0041
東京都港区麻布台 3-5-7 
麻布アメレックスビル3 階

TEL 03-4550-0880 

資本金 55百万円

設立 1998

決算 5月

売上高 21億円 (2021年5月グループ合計) 

従業員数 120

サービス プロジェクト サービス
サポート サービス
コンサルティング サービス

会社概要

代表取締役社長 デイヴィッド デヴリン

取締役 コリン フルトン

ライク ウートン

ウォーレン ミュア

ジョナサン カーク

支店･支社

取引銀行
三菱UFJ銀行 六本木支店
きらぼし銀行 池袋支店
みずほ銀行 六本木支店
香港上海銀行 香港セントラル支店
香港上海銀行 上海
中国銀行 澳門
DBS銀行 シンガポール
Westpac オーストラリア

株式会社 システムズ ゴー 大阪支店 -2006年
systemsGo (Hong Kong) Limited -2008年
systemsGo (Shanghai) Limited -2010年
systemsGo (Singapore) Pte.Ltd -2011年
systemsGo Beijing branch -2015年
systemsGo Australia Pty Ltd -2015年
systemsGo (Hong Kong) Ltd 
Taiwan Branch -2017年
systemsGo India Private Limited -2021年



システムズ ゴー は、東京で事業を展開する外資系 / 多国籍
企業が抱えるさまざなITの課題やニーズに対し、効率的かつ
効果的な解決支援を提供するため1998年に設立されました。

その後2008年からは、香港、上海、シンガポールなどアジア
地域へ拠点を拡大しています。

長年の経験から、パートナーシップとプロセスがビジネス成
功への鍵であると考え、クライアントと歩調を合わせて作業
を進めていきます。

これまでに私たちがサービスを提供したクライアントは数百
社にのぼります。クライアントは、私たちのエンジニアやプ
ロジェクトマネージャーのスキルやサービスを高くを評価し
ています。

私たちは社員へ研修の機会を提供し、社員の経験と創造力を
活用してクライアントのITシステムを評価、改善します。
すべての作業内容は、クライアントが常時アクセスできるオ
ンラインシステムを通して確認することができます。

www.systemsGo.asia 

包括的なITプロジェクトサービスで、クライアン
トの成長と更なる変革を支援します。

あらゆるITサポートサービスで、日々のビジネス
の稼働を確実に保ちます。

幅広いITコンサルティングサービスで、クライア
ントの未来のビジネスを確かなものにします。

私たちの強み: 

http://www.systemsgo.asia/


カスタマーサービスエクセレンスの文化

常にお客様を第一に考え業務を
行います。

当社のサポートサービスを通して
お客様のビジネスの稼働を保つ、

オフィス移転後の営業初日に通常業務が
確実に行えるよう業務を進めるなど、お
客様に安心且つ優れたサービスを提供す

ることが私たちの原動力です。

満足度の高い就業環境

競争力のある企業であるために、
従業員へ成長の機会を提供します。

最高の職場環境とは、物理的なオフィス
を意味するだけではありません。トレー
ニングやコーチングも取り入れ、継続的

な社員の能力開発を行います。

より品質の高いサービスの追求

サービス品質は、より優れたサービス
を実現するための重要な要素です。

過去の業績には決して満足せず、
品質への揺るぎない探究心を持つ
ことで、今後の取り組みにおける

卓越性を追求します。

私たちはお客様の声を傾聴し、お客様のビジネスニーズを深く理解します。
幅広いプロフェッショナルサービスを生かしてお客様に最適なソリューションを提供し、

全てのステークホルダーが恩恵を受ける価値を生み出します。

カスタマーサービスエクセレンスの文化、社員にとって充実した満足度の高い就業環境、プロセス
の遵守と継続的な改善による高品質なサービスの追求－これが私たちシステムズゴーの礎です。

基本方針

企業理念



ビジネスの拡大・変革を支援

IT

IT、不動産、ビジネス/事業
ニーズを一つに繋げたワー
クプレイス変革を支援しま
す。無線LAN/データセン
ター/ネットワーク/WAN最
適化/AV(音響映像)などのソ
リューションにおけるコン
サルティング/設計/構築を行
います

AV

グローバルスタンダードの
採用やオフィスのデジタル
再活用など、デジタル時代
のさまざまな要望に対応し
ます。新感覚のミーティン
グルームの設置やコラボ
レーションを促進してROIを
高めるソリューションな
ど、どのようなリクエスト
にも予算に応じて対応しま
す。

セキュリティー

ネットワークセキュリ
ティ、入退室管理、監視防
犯カメラシステム：「誰
が」「いつ」「どこで」な
ど施設におけるアクセス情
報を管理記録することで、
施設内の人、資産、情報を
保護します。

テレフォニー/電話システム

ユニファイドコミュニケー
ション/コラボレーション
(UCC)ソリューションを活
用することで、それぞれの
チームが繋がり組織全体が
リアルタイムに情報共有で
きるシームレスかつ効率的
なコミュニケーションを実
現します。

プロジェクトマネジメント

アジア各主要都市でプロ
ジェクトを実行する際には
さまざまなリスクや複雑性
が想定されますが、それら
に的確に対処できる専門性
と信頼性を持ち合わせたバ
イリンガルプロジェクトマ
ネジメントを提供します。



ITライフサイクル

IT/AV関連ハードウェア資産
の企画/調達/導入/運用/除却
を全般にわたって支援しま
す。データの高可用性、セ
キュリティ基準、環境やその
他業界規制への準拠を確実に
守り、ユーザーサポートも提
供しながら費用効果を高める
サービスを提供します。

マネージドITサービス

予知保全を目的とした定額制
マネージドサービスです。
事業内容や予算に沿った
SLA(サービス品質保証契
約）に基づき、IT機器の管理
とエンドユーザーのサポート
を支援します。

サービスデスク

完全委託型運用、包括的な一
次電話サポート管理、チケッ
ト発行/基本的なトラブル対
応、クライアントITチームへ
のリソース提供など、幅広い
オプションをご用意していま
す。状況に応じた言語や文化
的理解をもって柔軟なカスタ
マーサービスを提供します。

予知保全の障害監視(モニタ
リング)からサービスエンジ
ニアの手配まで、24時間365
日サービスをクライアントの
ニーズに応じて提供していま
す。予期せぬダウンタイムや
トラブルの回避に役立ちま
す。

リモート/ オンサイト

クライアントのITチームと一
体となり、同じビジネスに携
わる一員としてシームレスで
円滑なIT支援を行います。

監視運用サービス
（24時間365日）

安定したIT環境の提供



サポートサービスは、ビジネスの安定的な稼働を支援します。リモートシステムを用いた遠隔に
よるデバイス監視、専用ヘルプデスク、オンサイトのエンジニア派遣など、多様なソリューショ
ンによりお客様のビジネスの効率的な稼働を保ち、業務に専念できる環境を提供します。

安定したIT環境の提供

マネージドサービス

systemsGo ASSURED は、IT マネージドサー
ビスに最適なソリューションです。

どのようなIT環境をお持ちのお客様にもご利用
いただける、柔軟性に富んだソリューション
です。

ASSUREDが組織のIT環境全体をリモート(遠隔)
でモニタリング。システム運用保守サポートを
一貫して行います。

定額サービス、品質保証の提供など、安心して
ご利用いただけるパッケージサービスです。



お客様のグローバルスタンダートを
ローカル使用にするエキスパートで
す。現地で調達し、現地通貨での支
払いが可能な付加価値を提供しま
す。

ITおよびAVハードウェア資産のコ
ンサルティング、調達、導入、サ
ポート、廃棄を行います。高可用
性、データセキュリティ標準、環境
およびその他の業界規制への準拠を
保証し、ユーザーをサポートし、費
用対効果を提供します。

ICT プロキュアメントは、最低コス
トのオプションを見つけるだけでは
ありません。私たちはベンダーに依
存せず、さまざまな地域の現地の言
語でベンダーと効果的にコミュニ
ケーションを取り、複数通貨の支払
いと税金の問題を解決します。

仕様書と部品表の準備から、リード
タイムと予算の要件を満たすための
購買、納品の追跡から設置と保証の
登録まで、systemsGoはITフル
フィルメント活動を完全にサポート
できます。

最初から最後まで
IT資産ライフサイクル

ビジネスの拡大と変革にむけて

グローバルからローカル 多言語・多通貨 全てをカバーする
購買サービス



コンサルティング

ITコンサルタントの専門知識と経
験を活かしてビジネス目標の達成
に必要なIT戦略を共に考えましょ
う。全体のIT計画の立案と実行に
対して具体的なコンサルティング
を実施します。

システム / ネットワーク監査

IT資産を正確に把握できています
か? ハードウェア、ソフトウェ
ア、ライセンス、および関連規格
への準拠状況における包括的な監
査を実施します。

マイグレーション/システム移行

クライアントの業務への支障や不
要なストレスなどを最小限に抑え
ながら、ビジネス要件や遵守要件
を満たしつつ予算に見合ったハー
ドウェア/ソフトウェアの移行を支
援します。

M&A - IT資産査定

統合IT資産評価やその後の運用テ
スト、業界規制基準を満たして最
終的に事業統合を果たしたIT統合
に数多く携わってきた経験から、
M&AのIT統合を全体を通して管理
支援することが可能です。

未来のIT化を支援



Office 365導入支援

Office365を使えば、場所を問わず
どこからでも仕事ができます。使
い慣れたOfficeアプリケーションに
もお持ちのデバイスからいつでも
アクセスできます。Microsoftクラ
ウドソリューションプロバイダー
(CSP)パートナーとして、
Microsoftソリューションのサポー
トを通してあらゆる価値を提供
し、カスタマーエクスペリエンス
を包括的に管理します。

バックアップ / リカバリ

単なるクラウドバックアップでは
なく、完全に管理されたバック
アップ/リカバリ用ソリューション
です。オンプレミス/クラウド、複
数拠点などの環境にかかわらず、
本番/開発/テスト/アーカイブなど
あらゆる環境下のデータを保護し
ます。

仮想サーバー / ストレージ

高い処理能力、十分なデータベー
スストレージ、信頼性のあるコン
テンツ配信などを可能にする安全
なクラウド基盤で、事業拡大や企
業成長を支援します。

クラウド移行

クラウド移行の目的と利点への理
解を深めるコンサルティング、ク
ラウドサービスプロバイダーと移
行に必要なITシステムの選択、移
行プロセス全体の管理など、企業/
組織のクラウドコンピューティン
グへの円滑な移行を支援します。

未来のIT化を支援



Tokyo
株式会社 システムズ ゴー 東京本社
〒106-0041
東京都港区麻布台 3-5-7 
麻布アメレックスビル3階
+81-3-4550-0880
+81-3-4550-0870 

Osaka
株式会社システムズ ゴー 大阪支店
〒550-0003
大阪市西区京町堀 1-3-3 
肥後橋パークビル 4F 

Hong Kong
Unit C&D, 10/F, Centre Mark II305-
313 Queen's Road Central, Sheung 
Wan, Hong Kong

Taipei
6F., No. 378, ChangChun Rd., Taipei, 
104, Taiwan R.O.C.

Shanghai
Room 2204-05, Huaihai China 
Building, No.885 Renmin Road, 
Huangpu District, Shanghai, 
China, 200010 

India
253, Second Floor Shahpur Jat Delhi 
South West Delhi DL110049

APAC 関連のご要望は、ぜひ当社東京本社へ
お問い合わせください。

Beijing
DD15, WeWork Office Service,
Guanghua Road Branch 7th Floor, 
Tower AB Office Park, 10 Jingtong
West Road, Chaoyang District, Beijing, 
11, 100020, China
+86-10-8540-5501

Singapore
70 Shenton Way #08-11/12, 
EON Shenton Singapore 079118
+65-6715-1530

Sydney
Level 1, 377 New South Head Road
Double Bay NSW 2028

www.systemsGo.asia
info@systemsGo.asia

情報セキュリティマネジメント
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を取得しています。


