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（株）N&N Systems

あらゆるプロジェクトの成功の裏には、

さまざまな新しい発見があるあらゆるプロジェクトの成功の裏には、

さまざまな新しい発見がある

N&N Systemsは、

要求の厳しい金融系システムを中心に

多くのプロジェクトに携わってきたプロフェッショナルで構成される

ITコンサルティングファームです。

N&N Systemsは、

要求の厳しい金融系システムを中心に

多くのプロジェクトに携わってきたプロフェッショナルで構成される

ITコンサルティングファームです。

Corporate Philosophy

CONCEPT

私たちは、IT業界におけるプロフェッショナルとして

あらゆるプロジェクトでの新しい発見を喜び、

その成功に感動します。

私たちは、「人材を大切にする」を根幹とし、
真のプロフェッショナルを育成します。

私たちは、より良い未来を目指し、

常に全力を尽くして成功に向かって進み続けます。

Management
Philosophy

システム開発プロジェクトでこんなモヤモヤありませんか？

開発支援システム●CUIC●CUIC

●PMO事業●PMO事業

●プロジェクトマネージャー●プロジェクトマネージャー

●SES事業●SES事業

N&N SystemsN&N Systems

私たちが、最新の知見と人の温もりをもって
整然と美しく解決していきます

私たちが、最新の知見と人の温もりをもって
整然と美しく解決していきます

忙しいのは、
やっぱり無駄な作業が

多すぎるから？

システムづくり、
実はなにから

始めればいいのか・・・
スケジュールが
遅れて、いつも

予算を大幅にオーバー

また大幅な手戻り！
なんであの時に・・・も

時すでに遅し
現場のよどんだ空気。

みんな仕事が楽しくないから？

CHALLENGE

適切な開発手法の選択と適用 豊かな経験とノウハウで
マネジメント

納得のスケジュールで
予算内プロジェクト完遂

風通しの良いプロジェクトのための
管理ツール

適切なタスク配分 タスク軽減のための開発補助

後工程を見据えたリスクの洗い出し 経験に基づく問題の兆候発見 ツールの活用による
コミュニケーション活発化
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BUSINESS INTRODUCTION

常にキャッチアップする最新情報と豊富な経験により、エンジニア観点でPMOを機能させます。

優れたシステム開発に欠かせない、強制力とエンジニアの自主性という相反する要素の采配なども、

CUICの提供によってスムーズに推進します。

「自主性」と「協調性」をもたらし、円滑なプロジェクト推進を支援

PMO事業

ウォーターフォール型開発とアジャイル型開発のハイブリッドな知見から最適なプロジェクトフォーマットを構築。

プロジェクトマネージャーとして参画することで、プロジェクトの円滑な推進とサービスの安定運用を提供します。

ウォーターフォール型開発とアジャイル型開発の
メリット＆デメリットを熟知した私たちだからできるサポート

ウォーターフォール型開発

メリット デメリット

？We know it！ Who knows the best answer ? 

豊富な経験から最良の選択を

アジャイル型開発

プロジェクトマネージャー

お客様のもとでSEの技術を提供するSES。長年にわたる金融システムの開発で得た経験と知識をベースに、当社の知見を

フル活用して、お客様ニーズに最善の“解”でお応えします。

長年の金融システム開発の経験をフル活用

SES事業

プロジェクトの運営方針に合わせて、自主性を
生むようにカスタマイズされた推進スタイルを
構築します。

CUICやその他効率化ツールの活用により、
意識することなく、一人ひとりが協調性をもって
同じゴール(成果物)を目指すことができるよう
になります。

自主性 協調性

PMに負担集中

標準化

QCDの見える化

課題の発見と解決

業務の効率化

煩雑なプロセス

低品質

低い生産性

スケジュール遅れ

スケジュール管理
しやすい

コスト管理しやすい

品質を担保しやすい

課題発見の遅延

手戻りコスト大

要件や仕様変更に
対応しづらい

メリット デメリット

中途での
完成イメージ確認

柔軟にプロセス設計
できる

要件や仕様変更に
柔軟に対応

スケジュール管理
しにくい

コスト管理しにくい

大規模開発は苦手

日々の運用保守管理はもちろん、継続的な改善提案まで、多くの金融システムの
運用・保守の経験を生かして、最適なソリューションを提供します。また、いくつも
の大規模システム障害対応の経験から得たノウハウを生かし、迅速な障害
復旧、平常稼働へ導くためのトータルサービスを提供します。

・大手取引所 勘定系システム

・大手人材派遣会社 Webシステム

要件定義を含む上流工程から下流工程まで、システム稼働に向けて最善の方法で
ソリューションを提供します。

・大手取引所 勘定系システム

・大手銀行 ATM監視システム

・大手銀行 勘定系システム

・証券振替機関 マスタ管理システム

・大手通信企業 ネットワーク回線制御システム

一般的なPMOのイメージ

PMO支援なしPMO支援なし PMO支援ありPMO支援あり

N&N Sys tems
ならではの

N&N Sys tems
ならではの

+α+α
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開発実績

運用実績

最新の技術情報と、それを生かす数々の実践経験、

そして人を拠り所とした温かみのあるマネジメントで、

開発者の方々を支えます。

様々な開発手法の経験をノウハウとし、

開発プロジェクトに標準化を徹底させることを得意としています。

そのために、適切な情報管理と開発手法の確立に、

日々取り組んでいます。

私たちが豊富な実績の中で培ってきたノウハウを集結させ、独自に開発したCUIC。

開発プロジェクトで起こりがちな、標準化の失敗による時間やコストのロス、煩雑な管理運用などの弊害を解決します。

CUICの導入により、ルールの適用や設計・コーディング支援・資産バージョン管理などの運用が容易になります。

・プロフェッショナルとしての意識を持ち続け、知識と技術のアップデートを怠らない

・常に学び、常に考え、得た知識は共有する

・あらゆる状況に立ち向かい、果敢に決断し、迅速に行動する

・一人ひとりが全力を尽くし、最後まで結果に責任を持つ

・チームワークを重視し、仲間を感じる前向きな社風を作る

OUR PRODUCT

我々にできることは全力で取り組む 開発支援システム　CUIC

インフラ、業務、構成管理、プロ
ジェクト推進など、システム
開発に必要な多岐にわたる
専門性を有しています。

レガシーから最先端システム
までの数多くの開発で培った
経験と実績があります。

信頼に基づいたコミュニケーション
やマネジメント、最良のチームワーク
を発揮できるように、人間性の成長
に努めています。

標準化の適用

テストケース生成

要件管理

バグチケット管理

設計情報管理

仕様変更管理

設計書生成 自動コーディング

リリース管理進捗管理

要件定義 設計 開発 テスト リリース 安定稼働

Action Philosophy

Unified Design Data Manager(UDM)

【設計データ管理】コード設計、ファイル設計、処理設計、電文設計のデータ管理

Common Data Manager(CDM)

【共通データ管理】参画メンバー、利用端末のデータ管理

Incident Data Manager(IDM)

【インシデント・問題データ管理】障害票、案件(仕様変更)票のデータ管理

Configuration Management Manager(CMM)

【構成管理データ管理】資産(アプリケーション・ドキュメント)の物流データ管理
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BUSINESS INTRODUCTION

常にキャッチアップする最新情報と豊富な経験により、エンジニア観点でPMOを機能させます。

優れたシステム開発に欠かせない、強制力とエンジニアの自主性という相反する要素の采配なども、

CUICの提供によってスムーズに推進します。
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PMO事業

ウォーターフォール型開発とアジャイル型開発のハイブリッドな知見から最適なプロジェクトフォーマットを構築。

プロジェクトマネージャーとして参画することで、プロジェクトの円滑な推進とサービスの安定運用を提供します。

ウォーターフォール型開発とアジャイル型開発の
メリット＆デメリットを熟知した私たちだからできるサポート

ウォーターフォール型開発

メリット デメリット

？We know it！ Who knows the best answer ? 

豊富な経験から最良の選択を

アジャイル型開発

プロジェクトマネージャー

お客様のもとでSEの技術を提供するSES。長年にわたる金融システムの開発で得た経験と知識をベースに、当社の知見を

フル活用して、お客様ニーズに最善の“解”でお応えします。

長年の金融システム開発の経験をフル活用

SES事業

プロジェクトの運営方針に合わせて、自主性を
生むようにカスタマイズされた推進スタイルを
構築します。

CUICやその他効率化ツールの活用により、
意識することなく、一人ひとりが協調性をもって
同じゴール(成果物)を目指すことができるよう
になります。

自主性 協調性

PMに負担集中

標準化

QCDの見える化

課題の発見と解決

業務の効率化

煩雑なプロセス

低品質

低い生産性

スケジュール遅れ

スケジュール管理
しやすい

コスト管理しやすい

品質を担保しやすい

課題発見の遅延

手戻りコスト大

要件や仕様変更に
対応しづらい

メリット デメリット

中途での
完成イメージ確認

柔軟にプロセス設計
できる

要件や仕様変更に
柔軟に対応

スケジュール管理
しにくい

コスト管理しにくい

大規模開発は苦手

日々の運用保守管理はもちろん、継続的な改善提案まで、多くの金融システムの
運用・保守の経験を生かして、最適なソリューションを提供します。また、いくつも
の大規模システム障害対応の経験から得たノウハウを生かし、迅速な障害
復旧、平常稼働へ導くためのトータルサービスを提供します。

・大手取引所 勘定系システム

・大手人材派遣会社 Webシステム

要件定義を含む上流工程から下流工程まで、システム稼働に向けて最善の方法で
ソリューションを提供します。

・大手取引所 勘定系システム

・大手銀行 ATM監視システム

・大手銀行 勘定系システム

・証券振替機関 マスタ管理システム

・大手通信企業 ネットワーク回線制御システム
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大規模開発は苦手

日々の運用保守管理はもちろん、継続的な改善提案まで、多くの金融システムの
運用・保守の経験を生かして、最適なソリューションを提供します。また、いくつも
の大規模システム障害対応の経験から得たノウハウを生かし、迅速な障害
復旧、平常稼働へ導くためのトータルサービスを提供します。

・大手取引所 勘定系システム

・大手人材派遣会社 Webシステム

要件定義を含む上流工程から下流工程まで、システム稼働に向けて最善の方法で
ソリューションを提供します。

・大手取引所 勘定系システム

・大手銀行 ATM監視システム

・大手銀行 勘定系システム

・証券振替機関 マスタ管理システム

・大手通信企業 ネットワーク回線制御システム

一般的なPMOのイメージ

PMO支援なしPMO支援なし PMO支援ありPMO支援あり

N&N Sys tems
ならではの

N&N Sys tems
ならではの

+α+α

開発実績

運用実績

最新の技術情報と、それを生かす数々の実践経験、

そして人を拠り所とした温かみのあるマネジメントで、

開発者の方々を支えます。

様々な開発手法の経験をノウハウとし、

開発プロジェクトに標準化を徹底させることを得意としています。

そのために、適切な情報管理と開発手法の確立に、

日々取り組んでいます。

私たちが豊富な実績の中で培ってきたノウハウを集結させ、独自に開発したCUIC。

開発プロジェクトで起こりがちな、標準化の失敗による時間やコストのロス、煩雑な管理運用などの弊害を解決します。

CUICの導入により、ルールの適用や設計・コーディング支援・資産バージョン管理などの運用が容易になります。

・プロフェッショナルとしての意識を持ち続け、知識と技術のアップデートを怠らない

・常に学び、常に考え、得た知識は共有する

・あらゆる状況に立ち向かい、果敢に決断し、迅速に行動する

・一人ひとりが全力を尽くし、最後まで結果に責任を持つ

・チームワークを重視し、仲間を感じる前向きな社風を作る

OUR PRODUCT

我々にできることは全力で取り組む 開発支援システム　CUIC

インフラ、業務、構成管理、プロ
ジェクト推進など、システム
開発に必要な多岐にわたる
専門性を有しています。

レガシーから最先端システム
までの数多くの開発で培った
経験と実績があります。

信頼に基づいたコミュニケーション
やマネジメント、最良のチームワーク
を発揮できるように、人間性の成長
に努めています。

標準化の適用

テストケース生成

要件管理

バグチケット管理

設計情報管理

仕様変更管理

設計書生成 自動コーディング

リリース管理進捗管理

要件定義 設計 開発 テスト リリース 安定稼働

Action Philosophy

Unified Design Data Manager(UDM)

【設計データ管理】コード設計、ファイル設計、処理設計、電文設計のデータ管理

Common Data Manager(CDM)

【共通データ管理】参画メンバー、利用端末のデータ管理

Incident Data Manager(IDM)

【インシデント・問題データ管理】障害票、案件(仕様変更)票のデータ管理

Configuration Management Manager(CMM)

【構成管理データ管理】資産(アプリケーション・ドキュメント)の物流データ管理
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【設計データ管理】コード設計、ファイル設計、処理設計、電文設計のデータ管理

Common Data Manager(CDM)
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