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これからの新たなODSグループ
ODSグループは「Optimum Digital Solutions（最適なデジタルソリューション）」

を提供すべく、さらなる進化を続けます。

「Optimum Digital Solutions」には、私たちは協力して一緒に働くことで「お客様に最適、最良のデジタル・ソリューションを届ける

ことを目指す」という意味が込められています。最適、最上、最良などの意味を持つOptimumの語源は印欧祖語 op- が由来しており

そのop- は to work「働く」を意味しています。各企業様とのアライアンス・協業を尊重し、自社だけでは成し得ない大きなビジネスに

チャレンジし、御取引先様と共に成長を目指します。

すべての人に「豊かさ」を提供し続けます

・グループ資産をフル活用し、事業ドメインを大きく変える
・社員が希望を抱いて活躍できる会社に生まれ変わり、社会に期待される「尖った企業像」を構築する

・成長の原動力となる事業構造（成長し続ける循環）を作りあげる
・時代が変わっても変わらない企業としての「ベストフォーム」を獲得する
　① 事業構造/基幹事業の高度化とイノベーション
　② 企業風土/成長思考の考え方の定着と、コミュニケーションレベルの高度化

グループ
基本方針

経営目標

グループ
経営理念

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-5　京王神田須田町ビル8階
Keio Kanda Suda-cho Bldg. 8F, 2-5 Kanda Suda-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101- 0041 Japan

1億円 （2021年1月現在）

2010年12月1日

代表取締役社長　砂長 潔

業務用・施設用途向けハードウェア事業
　1. 自社ブランドのタブレット型PCおよびオーディオ機器の企画・開発・販売
　2. 情報機器および関連機器の開発～製造受託
　3. 国内外ブランドのデジタルサイネージ・AV機器の販売(一部、輸入を含む)
　4. タブレット型PC・デジタルサイネージ・AV機器のシステム相談・設計・提案
　5. 製品サポート業務およびアフターサービス業務

雑貨・化粧品の通信販売および代理店事業

〒682-0925　鳥取県倉吉市秋喜243番地
243, Shuki, Kurayoshi-shi, Tottori 682-0925 Japan

1億円 （2021年1月現在）

オーディーエス株式会社  100%

1986年5月10日

代表取締役社長　大津 一翁

企業様向けアウトソーシング事業
　1. コールセンター業務
　2. リペア(修理)サービス
　3. 品質管理業務
　4. キッティング・ファームアップデート代行
　5. 通販業務(通販フルフィルメント)代行

プライバシーマーク 第27000231（01）号
情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC 27001（コールセンター運営事業）
品質マネジメントシステム ISO 9001

所在地

資本金

設立年月日

代表者

事業概要

所在地

資本金

株主

設立年月日

代表者

事業概要

認証資格取得

オーディーエス株式会社
ODS Corporation

COMPANY
https://ods.co.jp

ODSコミュニケーションサービス株式会社
ODS Communication Service Corporation

ODSコミュニケーションサービス株式会社

オーディーエス株式会社



～ タッチデバイスで業務効率化に貢献 ～

業務用途向けタブレット型PC事業
タブレット型PC端末は、あらゆる企業様の生産性を高め、AI時代への導線

となる重要なタッチデバイスです。当社では、Windows、Androidの各OS

に対応し、業務用途で重要な長期使用対応やSIM対応などニーズを捉えた

ラインナップを取り揃え、数多くの採用実績があります。また、次世代イン

フラである「５G」対応なども予定しております。

クライアント様に寄り添うため、専用ソフトウェアの開発、周辺機器のご提案、

キッティング代行なども行なっています。

～ 映像と音で、施設の広告/空間演出を支援 ～

デジタルサイネージ・
施設用ＡＶソリューション事業
昨今、屋内外の広告ツールとして需要が増えているデジタルサイネージは、

世界的に見ると日本市場での普及率は依然低く、今後も大きな成長が期待

できる分野として事業に注力しています。今まで培ったノウハウを生かし、

広告以外の用途提案も予定しております。

また、商用施設向けのスピーカー・アンプ・その他ＡＶ機器を自社製品・海外

製品問わず幅広く取り揃えています。販売だけでなく、空間演出のための

「映像と音」のソリューションもご提案します。

～ 企業価値を高める  ブランド力を高める ～

アウトソーシングサービス事業
長年技術サービスの実績を持つ当社は、さらに多様化するお客様の

ニーズにお応えするためアウトソーシングサービスを提供しております。

カスタマーサポートやリペアサービス、通販フルフィルメントに至るまで

包括したサービスをご提供します。

飲 食

小 売

宿 泊

文 教

行 政

医 療

店 舗

行 政

企 業

文 教

電子機器メーカー

配信事業

アパレル

通販ショップ

屋 外

交 通

フルフィルメント
サービス

リペア
品質管理

お客様

コール
サービス

相互連携による
業務品質の向上

コールサービス

品質管理 フルフィルメント

リペアサービス
・テクニカルサポート
・テレマーケティング
・顧客接客サービス etc

・拠点サービス（拠点集約型）
・フィールドサービス
 （オンサイト）

・ソフトウェア検証サービス
・ハードウェア不具合判定
・市場出荷前検品サービス etc

・注文受付
・キッティング
・梱包出荷 etc

お客様の
生の声

各社システムへの対応
梱包・キッティング対応
業務プロセス改善で
効率化・品質維持

Pマーク・ISMS取得
整備されたインフラ
24時間365日体制の整備

厳密な工程品質管理
充実の設備
解析能力・修理品質の高さ

・・・

ODSコミュニケーションサービス株式会社

オーディーエス株式会社



グループの取り組み / 実績
グループ内の相互連携により

より質の高い満足をお届けいたします

ていねいな
ヒアリング
お客様の「困った」を
ていねいにヒアリング
し、必要に応じて現場
確認も実施します。

充実の
アフターサービス
納品後のサービスも

万全です。エンドユーザー
様からの窓口対応も
お任せください。

キッティング
代行で納品

ご要望に応じ、ソフトウェア
やアクセサリー類の

キッティングも含め、完全な
形で納品します。

徹底した
ブラッシュアップ
企業のブランドイメージ
や現場の意見をもとに、
徹底的に解決策を
練り上げます。

綿密な
企画・設計

本質的な問題点を洗い
出し、解決のための企画・
システム設計・製品選定
をおこないます。

優美な曲線を描く大型
ビジョンで未来感を演出

屋外ビジョンで行列中の
お客様にも高揚感を提供

220インチの大画面を簡単
施工でフレキシブル運用

お客様をお待たせせず
その場で在庫確認が可能

タブレット端末

オーダーと会計を自動化し
省力化と迅速化を実現

大手部品メーカーエントランス
多面マルチ曲面加工

有名ラーメンチェーン
屋外用単独使用

大手ショッピングモール
16面マルチ、マグネット施工

大手小売りチェーン
販売補助端末

大手寿司チェーン
オーダー端末

タブレット端末

デジタルサイネージデジタルサイネージデジタルサイネージ



イベントシステム提案で
カフェに新価値を提供

外部スピーカー無しでも
ガラスから音付き広告

店内にオーダーメイド
防音室で新規ビジネス

専用ソフトインストール
から付属品装着まで実施

通販フルフィルメントサービス
で業務プロセス改善

海外メーカーの相談窓口
を開設し、日本進出を支援

サービス拠点の充実のため
当社ネットワークを活用

客室でコンシェルジュ
サービスをご提供

患者様や機器の情報を
端末に集約して共有

都内ドッグカフェ
イベント可能なAV設備一式

都内主要駅前ショーウィンドウ
アクチュエーターシステム

大手メガネチェーン
新規補聴器ビジネス用防音室

当社タブレット型PC事業
出荷前キッティング

アパレルメーカー
ダイレクト販売支援

海外PCモニターメーカー
国内コールサービス

大手音響機器メーカー
修理・リペア部門

ホテル向けサービス企業
客室タブレット

大手医療用ベッドメーカー
ベッドサイド端末

タブレット端末 アウトソーシング アウトソーシング

アウトソーシングアウトソーシングタブレット端末

施設音響 施設音響 施設音響



これからの新たなODSグループ
ODSグループは「Optimum Digital Solutions（最適なデジタルソリューション）」

を提供すべく、さらなる進化を続けます。

「Optimum Digital Solutions」には、私たちは協力して一緒に働くことで「お客様に最適、最良のデジタル・ソリューションを届ける

ことを目指す」という意味が込められています。最適、最上、最良などの意味を持つOptimumの語源は印欧祖語 op- が由来しており

そのop- は to work「働く」を意味しています。各企業様とのアライアンス・協業を尊重し、自社だけでは成し得ない大きなビジネスに

チャレンジし、御取引先様と共に成長を目指します。

すべての人に「豊かさ」を提供し続けます

・グループ資産をフル活用し、事業ドメインを大きく変える
・社員が希望を抱いて活躍できる会社に生まれ変わり、社会に期待される「尖った企業像」を構築する

・成長の原動力となる事業構造（成長し続ける循環）を作りあげる
・時代が変わっても変わらない企業としての「ベストフォーム」を獲得する
　① 事業構造/基幹事業の高度化とイノベーション
　② 企業風土/成長思考の考え方の定着と、コミュニケーションレベルの高度化

グループ
基本方針

経営目標

グループ
経営理念

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-5　京王神田須田町ビル8階
Keio Kanda Suda-cho Bldg. 8F, 2-5 Kanda Suda-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101- 0041 Japan

1億円 （2022年1月現在）

2010年12月1日

代表取締役社長　砂長 潔

業務用・施設用途向けハードウェア事業
　1. 自社ブランドのタブレット型PCおよびオーディオ機器の企画・開発・販売
　2. 情報機器および関連機器の開発～製造受託
　3. 国内外ブランドのデジタルサイネージ・AV機器の販売(一部、輸入を含む)
　4. タブレット型PC・デジタルサイネージ・AV機器のシステム相談・設計・提案
　5. 製品サポート業務およびアフターサービス業務

業務用機器の通信販売および代理店事業

〒682-0925　鳥取県倉吉市秋喜243番地
243, Shuki, Kurayoshi-shi, Tottori 682-0925 Japan

1億円 （2022年1月現在）

1986年5月10日

代表取締役社長　灘吉 健

企業様向けアウトソーシング事業
　1. コールセンター業務
　2. リペア(修理)サービス
　3. 品質管理業務
　4. キッティング・ファームアップデート代行
　5. 通販業務(通販フルフィルメント)代行

プライバシーマーク 第27000231（01）号
情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC 27001（コールセンター運営事業）
品質マネジメントシステム ISO 9001

所在地

資本金

設立年月日

代表者

事業概要

所在地

資本金

設立年月日

代表者

事業概要

認証資格取得

オーディーエス株式会社
ODS Corporation

COMPANY
https://ods.co.jp

ODSコミュニケーションサービス株式会社
ODS Communication Service Corporation

ODSコミュニケーションサービス株式会社

オーディーエス株式会社


