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シスプロクラウド戦略

http://www.syspro.co.jp/

loud service guide 2021
シスプロクラウドサービスガイド

株式会社シスプロ
【大阪本社】 大阪市北区梅田2丁目４－１３ 阪神産経桜橋ビル6F
【東京本部】 東京都新宿区新宿１丁目１４－５ 新宿KMビル401

ナビダイヤル ハヨ イチニ

営業時間／9：00～18：00（土日祝除く）

-

デジタルトランスフォーメーション（DX）戦略により、
デジタル技術でのデータ基盤・豊富なアプリケーションと
クラウド・デジタルツール・端末の組み合わせにより、
かつてないビジネスモデルとそのサービスを提供する。

http://www.syspro.co.jp/



会社名 株式会社シスプロ
SYSPRO Inc.

所在地 【大阪本社 】 B2B大阪シスプロクラウドサービスセンター
  〒530‐0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目4－13 阪神産経桜橋ビル6Ｆ
【東京本部 】 B2B東京シスプロクラウドサービスセンター
  〒160‐0022 東京都新宿区新宿1丁目14－5 新宿KMビル401
【 U R L 】 http://www.syspro.co.jp/
【 T E L 】 06-4796-4180（代）

会社概要会社概要

事業部 ソリューション事業部
HR事業部
ICT事業部
BPO事業部

マーケティング事業部
グローバル事業部
MDO事業部

オフィス 【名古屋オフィス】 〒450‐0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24－8 いちご名古屋ビル2Ｆ
【福岡オフィス】 〒812‐0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目17－5 アークビル4Ｆ

代表取締役 丸山茂

資本金 1億9,828万円（資本準備金含む）

登録顧客 13,800社

従業員 正社員65名、メイト社員51名

登録スタッフ 360,000名

事業内容  1．システム企画・マーケティング企画・情報システム企画・システムインテグレーション
 2．B2B（企業間電子消費取引）プラットフォーム運営
 3．シェアリングサービス事業
 4．BPO（Business Process Outsourcing）サービス事業
 5．Marketing（総合営業支援）サービス業（シスプロCRM/SFA・テレマーケティング・営業代行・Web サイト制作）
 6．ITO サービス事業（受託開発・在駐派遣・情報処理・情報提供・Web 企画開発）
 7．総合人材サービス業
 8．フランチャイズ事業
 9．中国進出支援事業
 10．人材開発、人材教育サービス、人材コンサルテーション業
 11．企業経営コンサルタント業

● 武漢希思普諾信息科技有限公司
 （B2B武漢シスプロクラウドサービスセンター）
430073 湖北省武漢市東湖開発区軟件園中路４号Ｅ５棟３階
【TEL】 +86‐27‐87785131

● 上海希普信息科技有限公司
 （B2B上海シスプロクラウドサービスセンター）

シスプログループシスプログループ

免許 労働者派遣事業許可番号（派27-303377）
有料職業紹介事業（27-ユ-020341）
プライバシーマーク認定番号第20000418号

● 株式会社ワーカーズスタッフネットワーク

ご挨拶ご挨拶
株式会社シスプロは、1999年にサービス業の生産性向上に寄与するため、
「仕組みをプロデュースする企業」として創業いたしました。

スタートは、軽作業アルバイト派遣・紹介サービス「ワーカーズプロ」を中心に全国へ展開するため、
システム構築の内製化を行い、順調に拡大を続けてまいりました。

2008年のリーマンショック、2012年の労働者派遣法の改正による
短期派遣の原則禁止の影響は予想以上に大きく、一時は苦境に耐える時期もありましたが、
翌年には、登録説明会のweb化をはじめとした合理化・効率化により大幅に
管理コストを下げることに成功しました。

現在は、人材サービスに続く、第２の柱となるデジタル活用の新しいBPOサービスが育ってきております。
デジタル経営改革のもと、システム企画企業としてお客様の生産性向上に寄与していく所存です。

株式会社シスプロ
代表取締役　丸山 茂

沿革沿革
1999年2月

1999年2月
2000年

2002年10月
2002年11月

2003年4月
2005年1月

2005年7月
2008年7月
2008年11月
2009年4月

2009年7月
2010年

2010年9月

サービス業における新業態開発及び仕組み
づくりとして大阪府にて創業。
人材サービス「ワーカーズプロ」スタート。
労働省中小企業庁・雇用・能力開発機構より、
成長分野創業ベンチャーモデル企業に認定
される。（認定No.11-194号）
名古屋オフィスを開設し、全国展開を開始する。
シスプログループ全体で、ワーカーズ店鋪数が
50店鋪を突破する。
九州博多天神オフィスを開設。
シスプログループ全体で、ワーカーズ店舖数が
100店舖を突破する。
資本金1億4,170万円/資本準備金 1億円に増資。
プライバシーマーク取得。
上海希普信息科技有限公司設立。
本格的な全国展開を図るべく、東京都新宿区
に東京本部を開設。
データ入力代行サービス「データプロ」スタート。
シスプログループ全体で、ワーカーズ店舖数が
140店舖を突破する。
給与計算アウトソーシングサービス「給与プロ」
スタート。

2010年11月

2011年3月
2011年8月

2012年7月

2012年9月

2013年1月
2015年3月

2017年12月
2018年12月
2019年10月

2019年10月

2020年7月
2020年8月
2020年8月
2020年11月

武漢市に武漢希思普諾信息科技有限公司を
100%子会社として設立。
ベトナムホーチミンにパートナーODCを開設。
湖北省武漢市商招局より日本代表企業として
認定される。
日本経済新聞（全国版）に日々紹介サービスが
掲載される。
労働者派遣法改正法に伴う全国セミナー
スタート。
ワーカーズプロ Web登録説明会開始。
給与前払いシステム（日払振込）「エスプリ」
スタート。
スマートW-DOSスタート。W-DOSアプリリリース。
RPAサービス「シスロボ」スタート。
「改正労働者派遣法 緊急対策セミナー」を全
国で開催。
IT機器のキッティング専門サービス「キッティング
プロ」をスタート。
「シスプロB2Bプラットフォーム」リリース
「エスプリプラス」が日々紹介に実装開始
「ワーカーズプロハイブリッド」リリース
「シスワーカーズ」リリース

当社はシスコラボを
提案いたします
当社はシスコラボを
提案いたします

https://www.syscollabo.net/https://www.syscollabo.net/

シスコラボの提案とは
お客様の事業内容を深く理解し、
どうすれば課題解決・生産性の向上に寄与できるかを考え、
単体サービスの物売りではなく、お客様の立場にたって
サービスの組み合わせを提案いたします。

生産性向上のため、アウトプットを増やし、
アウトプットにつながらないインプットを減らすための
サービス提案を心がけています。



SYSPRO PrepaidSystem

給与前払いシステム

Skill

グローバルフルワーカーズ

＋ =人材紹介 日々雇用 圧倒的に

低価格！

HYBRIDI

ワーカーズスタッフネットワーク

HYBRIDI SYSPRO
B2 B

統合型
雇用管理
システム

D バックオフィス
業務管理
システム

人材サービスの革命であるeWサービスにより、アルバイトの採用から年末調整までシステムで管理。
低価格・高品質・高付加価値を実現した人材紹介サービスです。

Worker’s Staff Service

パートナー会員制度
軽作業アルバイト人材サービス「ワーカーズプロ」を
展開するパートナー制度

給与前払いシステム エスプリ
前払い用の全銀データを自動作成

　　　　　ダブ ルドス
スマートW-DOS
PC やスマホ、アプリから簡単に依頼ができ、
雇用管理も完全システム化

https://www.wdos-syspro.net/

https://www.workers-syspro.com/spre/

定額制の軽作業アルバイト紹介
ワーカーズプロエクスプレス
低価格で利用できる人材紹介（日々紹介）サービスです。 １時間あたり75円の衝撃。日々雇用を完全システム化。

自社で募集、採用、雇用管理できるので低価格。

http://www.syspro.co.jp/sysworkers/https://www.workers-syspro.com/workersnet/

https://www.workers-syspro.com/

軽作業アルバイト人材サービス
ワーカーズプロレギュラー

日々紹介と日々雇用のハイブリッド
ワーカーズプロハイブリッド

日々紹介を雇用管理まで完全システム化
短期、中長期の人材紹介
業務請負、業務委託

オンライン軽作業アルバイト人材サービス
 シスワーカーズ

アルバイト紹介と日々雇用の組み合わせ
日々雇用の割合次第で
人材紹介よりも、コスト削減が実現

WSサービス

アルバイト採用代行サービス
シスアド

https://www.hitotasukaru.net/http://www.sysad-syspro.net/

軽作業アルバイトの
マッチングサービス
人タスカルドットネット

給与即時払いシステム エスプリプラス
24H365日いつでも申請後、20 秒で即時振込。
応募率・定着率アップ。

https://www.workers-syspro.com/spre/spreplus.html

オンライン軽作業アルバイト人材サービスを提案するプラットフォーム群と
バックオフィス関連のプラットフォーム群で、お客様のコスト削減に貢献します。

https://www.b2bpf-syspro.net

シスプロB2Bプラットフォーム

統合型 雇用管理システム
EMSプラットフォーム

025810.com
アプリ

軽作業人材プラットフォーム
Wnetプラットフォーム

バックオフィス業務管理システム
MDOプラットフォーム

スタッフ専用サイト
「レッツゴーバイトドットコム」で
企業とワーカーのマッチング

プラットフォームサービス Platform Service

外国人労働者の特定技能制度による人材紹介サービスです。

人材にお困りの中堅・中小企業様に
スキルを持った人材を紹介するサービスです。

主婦（夫）活用の
派遣・紹介
しゅふワーカーズ

Worker’s Staff Network

https://www.025810.com/

1日単位、週2～4日の登録制アルバイト情報サイト
レッツゴー・バイトドットコム

http://www.skillmama.com/

スキル・キャリアを持った人材
 スキルワーカーズ

エンジニアの紹介サービスです。
必要なスキル・経験を持ったスタッフを紹介いたします。

Techno Staff Service

IT人材の派遣・紹介
テックプロ

http://www.techpro-syspro.net/

http://www.workshare-syspro.net/

フリーランス、WワークのIT人材紹介
ワークシェアプロ

人とロボットを一緒に派遣
ハイブリッド人材派遣サービス
シスロボサービス

KSサービス Knowledge Staff Service

GSサービス Global Staff Service

TSサービス

サービス

パート・アルバイトの総合的な採用支援
採用ページ作成代行

簡単に利用できます！

B2B SYSPRO Cloud Service B2B SYSPRO Cloud Service



グローバルなメガリージョンの始発点

経済圏

P L U S

-

デジタルマーケティングとダイレクトマーケティングの併用で
初動営業から営業管理、顧客管理を支援し、売上アップに貢献します。

http://www.emarketing-syspro.net/

中国湖北省武漢市および周辺都市への進出を「人民政府招商局日本代表」として、
ビジネス支援・オフィス環境整備両面からサポートします。

Global Service

https://www.wuhan-syspro.com/
【サポート内容】

・バックオフィスサービス
・中国 IT 支援サービス
・武漢市周辺都市訪問支援サービス（アテンド）

・総合人材サービス
・運営バックアップサービス
・福利厚生サービス

・会社設立支援
・許認可申請サービス
・営業支援サービス

事務作業を行うロボット開発サービス（RPA）と武漢シスプロの開発センターでのラボ型開発サービス。

https://www.kitting-syspro.net/

定型の事務作業を行うロボットの
開発請負
シスロボ

IT機器の導入時のセットアップ作業を代行
キッティングプロ

http://www.systec-syspro.com/

ラボ型開発でオフショアを身近に
システック

B2B comprehensive portal site

ホームページや会社案内の企画・制作から、
リード顧客獲得のための集客施策まで、Webの
マーケティングで、貴社事業の発展をお手伝いします。

FAXDM送信代行 SYSFAX
FAXDMの作成・送信の代行サービス
リスト持ち込みとレンタルの２プラン

メール配信代行 メールプロ
反応がわかるメール配信代行サービス
テキスト、HTMLメール両方対応可能

コンタクトセンター SYSCOM
リード・アポ取得コールや
フォローコールを行います

Webサイトの情報を自動収集
Webクローラーサービス

http://www.syscom-syspro.net/

http://syspro-crmsfa.com/

営業リストを作成します

全国に拠点を作るための営業支援
セールスデポシステム
営業拠点をローコストで開設できます

https://www.eckobo-syspro.net/
webサイト制作、webマーケティング代行  Web工房

マーケティングサービス

中国進出支援サービス、中国内陸部進出支援サービス

ITOサービス

B2B総合ポータルサイト

Information Technology Outsourcing  Service

Marketing Service

武漢市人民政府招商局日本代表企業
として、唯一認定を受けております。

中国市場進出支援サービス
中国国内日系企業向けフルサービス
湖北省武漢市および周辺都市進出支援サービス
進出日系企業向け
ワンストップフルサービス

コストカットから営業支援まで
B2Bシーンで役に立つサービスがいっぱい。 https://www.sysclick.net/

SaaS型顧客管理、営業支援システム
シスプロCRM/SFA
顧客関係管理と営業活動の見える化

販管コストを半減させるグローバル（オフショア）BPOサービス。
当社独資による直接管理のグローバルソーシングにより、低価格、高品質、高セキュリティを実現。

名刺、アンケート、名簿などのデータ入力の代行から書類保存のためのスキャニングサービス、キャンペーン時の事務局代行まで

給与計算業務に関わる一連の業務をまるごとアウトソーシングできます。テレワーク対応にも最適です。

Business Process Outsourcing Service

経理業務代行 経理業務プロ
経理業務全般のアウトソーシング

給与明細システム 
ペイスリッププロ

https://www.timevalue-syspro.net/

https://www.datapro-syspro.com/
データ入力業務代行 データプロ

アンケート入力・集計
名簿入力、名刺入力

スキャニング・大判スキャニング
応募はがき、申込書入力

給与計算アウトソーシング
給与プロ

電子請求書クラウド管理 
イーメイサイ
見積書、納品書、
請求書を電子化

勤怠管理システム 
タイムバリュー
勤怠管理をクラウドで自動集計が可能に 給与明細を紙から電子化へ

給与計算・賞与計算、年末調整、住民税更新代行など
給与計算に関わる業務をアウトソーシングでコスト削減

https://www.keiri-syspro.net/

https://www.payslippro.net/

https://www.etel-syspro.net/https://www.somu-syspro.net/

電話取次代行からコールセンター代行
イーテル

http://www.meishi-com.net/

そのまま名刺作成・印刷
名刺コム

https://www.meishiplus-syspro.net/

クラウドで名刺管理社内で共有
名刺プラスコム

http://www.kirinuki-syspro.net/

画像の切り抜きを低価格で代行

画像切り抜きサービス

https://www.datapro-syspro.com/touroku/

楽天などのモールの商品登録を代行

登録プロ

https://www.emeisai-syspro.net/

BPOサービス

レシート・領収書を送るだけ

https://www.keiridata-syspro.net/

経理データ入力代行 経理入力プロ

総務アウトソーシング
総務業務プロ複合型雇用システムスマートEMS

交換した名刺を即データ化 データ即納
展示会やイベントで交換した名刺を即データ化するサービス

経理業務に関わる一連の業務をまるごとアウトソーシングできます。
請求書の電子化、申告前の領収書等のデータ化、経理業務アウトソーシングに対応します。

従業員の入退社手続きなどが丸ごとシステム化。
雇用管理システムと総務業務のアウトソーシング。

https://www.kyuyo-pro.com/

事務局運営をワンストップで代行事務局代行サービス
キャンペーンなどの事務局を代行

B2B SYSPRO Cloud Service
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