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Boost Engineer’s
Ability10times
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エンジニアの能力を10倍にブーストする
当社は、ソフトウェア開発の分野における自動プログラミング技術と、2001年に宣言されたアジャイル開発手法を
組み合わせることによって、大規模かつ複雑な業務アプリケーションの開発生産性を大きく向上させることを目的
に設立しました。
プログラマのコーディング作業を自動化する自動プログラミング技術と、少人数で効率的な開発を実現するアジャ
イル開発手法、AIの深層学習技術によるモデルデータ分析を活用することで、プログラマやエンジニアを活用する
ことなく、業務アプリケーションを使用するユーザー自身が業務アプリケーションの開発を行うという「シチズンデ
ベロッパー」によるイノベーションの実現をコーポレートミッションとして事業を展開しております。

AGILE TRANSFORMATION
FRAMEWORK
デジタルトランスフォーメーション時代の革新的フレームワークで、イノベーションを推進します

アジャイルを実現する
次世代エンジニアの教育と体制を構築

自動化技術を中心とした
高生産性を実現する技術の採用

大規模なアジャイル開発を実現する
プロジェクト管理手法の確立

要件分析から実装までの全工程に対応できるアジャイ
ルソフトウェア開発技術者の様々なトレーニングやア
ジャイル開発の体制構築の支援を行います。

技術者の多能工化と開発生産性の大幅な向上を実現す
るアーキテクチャを中心に、様々なシステム開発の受託
開発サービスやレガシーマイグレーションサービスをご
提供いたします。

大規模プロジェクト向けのアジャイルCoE構築支援をは
じめ、リーンおよびスクラム手法を中心として、設計デー
タのレビューの自動化やドキュメント自動生成技術を活
用した管理手法の策定支援を行います。
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サービスメニュー

TEAM BUILDING

アジャイル開発手法トレーニング

アジャイルソフトウェア開発者向けトレーニング

システム要件分析・仕様設計トレーニング

ローコード開発技術トレーニング

SYSTEM DEVELOPMENT

PoC / PoV技術支援

次世代技術を用いたアーキテクチャ設計

業務システムに関する要件分析および仕様設計

業務システム受託開発

スマートデバイスアプリ受託開発

ローコード開発基盤によるNotesマイグレーション

アーキテクチャ駆動型レガシーマイグレーション

SaaSアプリケーション構築支援

PROJECT MANAGEMENT

大規模開発向けアジャイルCoEサービス

アジャイルマネジメントプロセス設計支援

ソフトウェア設計レビューの自動化

ソフトウェア設計ドキュメントの自動生成

SERVICE MENU
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当社のサービスおよびプロダクト提供実績

業種 サービス概要 業種 サービス概要

医薬品製造業 社内業務システム

卸売・小売・飲食業 ECサイト向け販売管理システム
各種DBデータを利用した簡易BIツール
従業員管理システム
受発注管理システム
社内業務システム
基幹業務システムの再構築
人事情報連携基盤
プロジェクト管理システム
店舗向け業務支援システム
代理店向け販売管理システム

サービス業 派遣業務管理システム
派遣スタッフ管理システム
販売管理システム
コンシューマ向けモバイルアプリ
顧客・従業員管理システム
クラウドソーシング基盤
新規 IoTサービス検証
サービスマッチングシステム
警備業務システム
人事管理システム
社内業務システム
ツアー情報検索システム

医療・福祉 広域連携による医療情報プラットフォーム開発

運輸業 倉庫管理システム

映像・音声・文字情報制作業 コンシューマ向けモバイルアプリ

官公庁・地方自治体 システムリプレース

教育・学習支援業 来場者用アンケートアプリケーション

金融・保険業 代理店向けポータルサイト
Notesリプレース
営業支援システム

商社 契約管理システム
販売管理システム
社内ワークフロー基盤

建設業 建築工事管理システム
Notesリプレース
予実管理日報システム
経費精算システム
社内向け稟議管理システム
社内業務システム

情報・広告業 売上管理システム

情報・通信業

不動産業

購買データ分析用マスタデータ抽出システム
医療データ管理に関する実証実験
社内業務システム
サービス監視システム
購買システム
代理店向け受発注システム
監視システム
出荷管理システム
VRコンテンツ管理基盤
原価管理システム
入退出管理システム
トレーニング受講管理システム
タスク管理ポータルシステム
クラウドソーシングサービス基盤
クラウド型販売管理システム
代理店向け販売管理システム
回線契約管理システム
ICカード在庫管理システム
社内業務システム
人事評価システム

社内業務システム
代理店向けポータルサイト
契約管理システム
生産管理システム
請求システム
プロジェクト管理システム
調達管理システム
ナレッジデータ管理システム
基幹業務システム
社内向けグループウェアシステム
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株式会社BlueMeme会社概要

株式会社OPENMODELS会社概要

会社名

所在地

事業内容

株式会社BlueMeme（BlueMeme Inc.）

会社名

東京本社
横浜
福岡
沖縄

所在地

設立

アジャイル開発に関するトレーニング及びコンサルティング
自動化技術によるシステムマイグレーションサービスの提供
AWS導入に関するサービス及びサポート
Oracle Cloud導入に関するサービス及びサポート
OutSystemsの販売及びサポート
MarkLogicの販売及びサポート
MariaDBの販売及びサポート

主要株主 ベンチャーキャピタル
パートナー企業
弊社役員および従業員

創業

資本金

役員

2009年6月（設立 2006年12月20日）

3億6,850万円（資本準備金を含む）

株式会社OPENMODELS

代表取締役　松岡 真功
取締役　　　辻口 真理子
取締役　　　朱 未
取締役　　　川根 金栄
取締役　　　近藤 秀樹（株式会社SXキャピタル 代表取締役）
監査役　　　杉山 和彦
監査役　　　向井 稔
監査役　　　林田 和久

加盟団体

子会社

ローコード開発コミュニティ
一般社団法人 クラウドサービス推進機構
新経済連盟
Enterprise Ethereum Alliance

事業内容

主要株主

東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F
神奈川県横浜市中区尾上町4-57 尾上町ビルディング8F
福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-17 両備博多駅前7F
沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング5F

株式会社OPENMODELS（OPENMODELS Inc.）

2017年12月

ローコード開発基盤及びマルチモデルデータベースを活用したシステム受託開発
システムの運用・保守サービスの提供

東京本社
福岡
沖縄

東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F
福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-17 両備博多駅前7F
沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング5F

株式会社BlueMeme

業種 サービス概要

製造業

専門サービス業
（公認会計士事務所）

電気・ガス・熱供給・水道業

農林・水産業

ビジネスマッチングシステム
管理ポータルシステム

生産工程予実管理システム
生産・調達管理システム
成果物管理システム
販売管理システム
契約管理システム
受発注管理システム
社内業務システムのモバイルアプリ化
パートナー向け業務支援システム
社内業務システム
代理店向け業務支援システム
社内承認基盤
予算管理システム
Notesリプレース
レガシーマイグレーション
製品情報管理システム
マスタ管理システム
代理店向け販売管理システム
EXCEL/ACCESSアプリのクラウド化
資産管理システム
障害管理システム

監視システム
社内業務システム
販売管理システム

販売管理システム
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