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TENDERNESS
FOR YOU

ITサービスで人と社会の価値を創出します



代表取締役会長 　 小林 謙
代表取締役社長　  中村 繁貴

より豊かな人と社会のために

BUSINESS FIELD

テンダの社員の半数は技術者もしくは技術職出身です。そのためテク

ノロジーが強みの会社だと思われがちですが、私たちが目指すのは

〈人〉と〈価値ある情報〉、AI やクラウドといった〈テクノロジー〉の

すべてを活かし、真にお客さまの課題解決に役立つ IT サービスを

提供することです。それは単に求められたシステムを提供することでは

なく、コンサルティングからソリューションの提案、運用サポートに至るま

で、総合的な視点で人と社会の価値を創出することであると考えています。

CONSUMER
GAME CONTENTS

コンシューマー
事業

（ゲームコンテンツ）

それゆえテンダでは「人を活かす経営」を掲げ、人財を磨く企業

風土づくりを実践すると同時に、理想を描き成長することを求め続け

てきました。

TENDERNESS FOR YOU －

テンダは、これからもお客さまに共感と感動を届けられる会社であり続

けるとともに、もっとも期待に応えるパートナー企業を目指し、躍進して

まいります。

ENTERPRISE
BUSINESS PRODUCTS

エンター
プライズ事業

（ビジネスプロダクト）

ENTERPRISE
IT SOLUTIONS

エンター
プライズ事業
（ITソリューション）



会社概要

株式会社テンダ
設立　　　　1995年6月1日

資本金　　　２億８千８百万円（2021年12月末日時点）

売上高　　　29.8億円（2021年5月期 連結）

上場取引所　東京証券取引所
　　　　　　 スタンダード
　　　　　　（証券コード：4198）

従業員数　　229名（2021年06月01日現在・
　　　　　　グループ連結）

代表者　　　代表取締役会長 小林  謙
　　　　　　代表取締役社長 中村  繁貴

取締役 林     貢正
　　　 松下  貴弥
　　　 難波  嘉己
　　　 薗部  晃
　　　　 髙木  洋充
　　　　　　　　　　　　　　　  芳野  弘（社外）

事業内容　　エンタープライズ事業
　　　　　　（ITソリューション／
　　　　　　ビジネスプロダクト）
　　　　　　コンシューマー事業
　　　　　　（ゲームコンテンツ）
事業所　　　東京本社
　　　　　　〒170-6057
　　　　　　東京都豊島区東池袋3-1-1 
　　　　　　サンシャイン60（57階）

　　　　　　仙台支店
　　　　　　〒980-0014
　　　　　　宮城県仙台市青葉区本町
　　　　　　2-16-10 
　　　　　　メットライフ仙台本町ビル
　　　　　　13階

グループ会社 

大連天達科技有限公司
設立 2011年3月

資本金 2,000万円

総経理 中村  繁貴

事業内容 ソフトウェア製品

 Dojo関連製品の

 開発・保守／受託開発

アイデアビューロー株式会社
設立 1960年3月 創業 
 1965年3月 株式会社設立

資本金 3,000万円

代表取締役 小林  謙

事業内容 ブランディング、セールス
 プロモーションの企画・制作／
 グラフィックデザイン／
 Webサイト制作

テンダの企業理念

テンダの経営方針

事業ドメインをベースに、存在理由(Mission)、イメージする未来の
姿(Vision)、そして組織としての行動規範(Value)を表しています。

Mission
ミッション

Value 常にチャレンジする・探究心を
忘れない・情熱を持ち行動する

Domain AIとクラウドでワークスタイル
変革を目指す

人と社会を豊かにするMission

ITサービスで人と社会の価値を
創出する

VisionVision
ビジョン

事業ドメイン
Domain

バリュー
Value

テンダは「人」、「会社」、「社会」が

相互に影響しあい成長する、

成長循環をスムーズにまわすことを

目指す「　　　　　　　　」を

実践しています。

SHINKA 経営

SHINKA経営の
成長循環

経験を積みスキルを高める
企業及び社会に貢献する姿勢

[人財の育成]人

顧客満足の向上
社員及び会社が社会を
豊かにする思い

[価値の提供]社会
ソフトウェア・

サービスの創造により、 
社会に貢献する姿勢

[会社の発展]会社
　　     の成長が 

　　     の成長に

つながる

会社
社会

　　     の成長が 

　  の生活を豊かにする

社会
人

人
会社
　  の成長が 

　  　 の成長につながる

SHINKA 経営 真価
〈 成長 〉

= × ×
〈 チャレンジ 〉
進化

〈 探求 〉
深化

〈 情熱 〉
心火



「プロジェクト管理」「グループウェア」
「ワークフロー」をオールインワンにした、
開発・工程管理の定番ツール。

プロジェクト管理＆グループウェア

安全にWordPressで構築されたサイト
を運用するために、改ざんや乗っ取り、
障害など、あらゆる脅威から守るセキュ
リティ強化サービス。

専用の診断ツールで
既存サイトのリスク察知

WordPressからサーバーまで
セキュリティ強化の実施

24/365の監視体制で
迅速な障害対応

WordPress向けセキュリティ対策

市場トレンドなどビジネスに役立つ情
報・データなどを、Webサイトより定
期的・自動的に収集、お客さまのご要
望に応じた形式で出力。

Webクローラー＆スクレイピングツール

Webサイト／
ページから
データを収集

定期的に
データを
取得し蓄積

CSV形式
などで
データ提供

ENTERPRISE ー I T  SOLUT IONS

エンタープライズ事業
（ITソリューション）

Webシステムやそれに関わるWebサイト／ア

プリケーションを、企画提案からシステム開発・

インフラ構築・保守・運用・技術者支援にい

たるまで、総合的に、かつ多方面から支援

します。効率良く、スピーディーに開発を進め

るための優れたツール／ソリューションを自社

で開発・活用できることも強みです。

成果を創出する

ITソリューションを

ワンストップで提供

Webシステム
／アプリ
制作・開発

Webシステム
／アプリ
保守・運用

自社開発
CMS

マーケティング
／マーケティング
ツール支援

プロモーション
支援

情報収集
・分析支援

ヒューマン
ソリューション

コンサルティング

1,000件以上の豊富な開発実績をもとに

問題解決を力強くサポート。

ITソリューション

Notesの移行を中心に多くの大規模案
件を取り扱ってきた経験を活かし、
Office365の導入支援・技術サービス
やSharePointの構築支援、Notesデー
タ移行サービスなど、様 な々サービスを
提供しています。今あるOffice365や
SharePointを活用することで、効率的
な業務改善を実現します。

テンダはMicrosoft®
Partner Networkの 
Gold コンピテンシー
を取得したパートナー
企業です。

Microsoft®製品関連サービス



導入実績2,600社以上

マニュアル自動作成ツール

マニュアル作成の工数を最大96%
削減する、革新的なマニュアル＆シ
ミュレーションコンテンツ作成ソフト。

システムの操作手順を実画面上でナ
ビゲーション表示することで、「操作
方法がわからない」をゼロに。

システム操作ナビゲーション

マルチデバイスマニュアル作成・管理ツール

スマートフォンやタブレットで簡単
にマニュアル作成・情報共有。パソ
コンが使えない現場での生産性を
向上。

ビジネス向けチャットツール

コミュニケーションを円滑にするビ
ジネスに特化した機能が豊富な
チャットサービス。メンタルヘルスケ
アのサポートにも役立つ。

※特許出願中

RPA（Robotic Process Automation）
導入に必須となる、『業務の洗い出
し・可視化』を自社で自動で行える
パッケージソリューション。

RPA導入支援プラットフォーム eラーニングシステム

クラウドで利用できるeラーニングシ
ステム。Dojoとの連携で効率的な
人財育成を。

豊富なサービスメニューを融合させた、

オンデマンドな提案が可能。

「ホワイトカラーの業務効率化」をコンセプト

に、ITの知見を活かしたプロダクトで、企業

の課題解決に貢献。業種・規模に関わら

ず、お客さまの声を反映し満足いただける

サービスを理想として、製品企画・製品開発

からカスタマーサポートまで、すべて自社内で

行える体制でサービスを提供しています。

AIやクラウドを活かした

業務効率化・自動化の実現

ENTERPRISE ー BUS INESS  PRODUCTS

エンタープライズ事業
（ビジネスプロダクト）

営 業 ／
カスタマーサポート

企 画

開 発

お客さまの
声



CONSUMER ー  GAME CONTENTS

コンシューマー事業
（ゲームコンテンツ）

ゲームのすべてを

高パフォーマンスで

充実のゲーム開発力と盤石の運用体制で

オンラインゲーム事業を推進。

企画・開発から運用・プロモーションまで、

オンラインゲーム事業のすべてを社内で完結

できるリソースと、知的財産を利用したゲーム

を早期リリースできる知識・技術を有します。

2001年よりゲームコンテンツの制作・運用を

展開してきた豊富なノウハウで、ゲーム関連

ソリューションをお求めの企業さまを トータル

にサポートします。

ヴァンパイア†
ブラッド
©TENDA Co.,Ltd.

宇宙戦艦ヤマト
2202 
遙かなる旅路
©西﨑義展 / 
宇宙戦艦ヤマト2202
製作委員会
©YAMATO CREW /
 S.NISHIZAKI

ろくでなし
BLUES
 ～激闘
クロニクル～
©森田まさのり・
スタジオヒットマン / 
集英社

からくりサーカス
 ～Larmes d’un 
Clown～
© 藤田和日郎・小学館 
/ ツインエンジン
© 2018 KICK-ASS, Ltd. 
/ © 2018 Gamegate, Inc. 
Produced 
by TENDA Co.,Ltd.コンテンツ企画・制作

業界に先駆け、2001年より
幅広い領域にわたるコンテンツを

企画・制作。

プラットフォーム運用
・プロモーション

大手有名プラットフォームに対応。
KPI分析からの販売促進や
「運用だけ」という
ニーズにも柔軟に対応。



グループ会社紹介

Webサイト

リーフレット

展示会ブース

パンフレット

効果的なブランディング＆コミュニケーションを
さまざまなメディアで展開。

ブラン
ディング

セールス
プロモーション

ソリューション
デザイン

伝えたいこと、伝えるべき
ことの本質からアプローチ

最適なSPツールを
最適な方法で

クリエイティブの力で
課題を解決

商品カタログ
アイデアビューローは昭和35年に創業した、デザイン制作会社で
す。企業が『伝えたい』という気持ちを、伝わりやすく、使いやすい
カタチにデザインするのが私たちの仕事。『誰』に『何』を『どうやっ
て』伝えるかを的確に把握し、機能するコミュニケーションを設
計。「ブランディング」「ソリューションデザイン」「セールス・プロ
モーション」について優れたクリエイティブワークを発揮します。

販売促進に関わるコミュニケーション。
その全てがわたしたちの領域です。

アイデアビューロー株式会社
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