
株式会社アルチザネットワークス 会社紹介資料



携帯基地局の性能を評価するシステムを開発

同様のシステムを開発できるのは日本で当社のみ

世界でも３社しか存在しない

5G 常に最先端技術を追求 （5G向けシステムは2017年から開発）

はじめに ～４つのアピールポイント～



もくじ

1⃣

2⃣

3⃣

4⃣

5⃣

会社概要（沿革、オフィス紹介）

組織紹介

事業紹介（製品、サービス、事業所）

福利厚生、育成、Ｑ＆Ａ

アルチザフィロソフィ



1⃣ 会社概要



会社名：株式会社アルチザネットワークス

代表者：床次 直之

創 業：1990年12月

業 種：電気機器

市場名：東証二部

社員数：124名

売上高：32億3,100万円（2020年7月期）

事業所：東京都立川市、岩手県滝沢市

資本金：13憶5,935万円



アルチザの歴史



アルチザの歴史



アルチザの歴史



アルチザの歴史



アルチザの歴史



アルチザの歴史



定着が課題

20代

31%

30代

33%

40代

24%

50代

12%

ソフトウエア

43%

ハードウエア

19%

サポート

11%

企画

2%

営業

10%

管理

15%

職種別
在籍人員 5年未満

58%5~9年

17%

10～14年

6%

15～19年

10%

20年以上

9%

平均年齢
37歳

在籍社員のデータ



理系出身
が約8割

現在、新卒
採用に注力

近年、既婚者
が増加

在籍社員のデータ

文系

21%

理系

79%



②⃣ 組織紹介



拠点紹介

立川本社
（東京都立川市）

滝沢デベロップメントセンター
（岩手県滝沢市）

阿基捷（上海）軟件開発有限公司
（中国 上海）

ダナンソフトウエア開発センター
（ベトナム ダナンに竣工予定）

1990年 立川本社（会社設立）

2010年 上海開設

2016年 滝沢デベロップメントセンター開設

2021年 滝沢テレコムテストセンター開設

2021年 ダナンソフトウエア開発センター竣工予定

滝沢テレコムテストセンター
（岩手県滝沢市）



国内の組織紹介①
立川本社

滝沢デベロップ

メントセンター

107名 17名

38.1歳 30.8歳

7.2年 3.3年

1990年 2018年

営業 ●

サポート ●

試験・評価 ● ●

ソフト開発 ● ●

基盤開発 ●

FPGA開発 ●

製造管理 ●

購買調達 ●

経理財務 ●

総務人事 ●

組

織

従業員数

平均年齢

平均勤続

開設した年

・立川本社では、会社の全機能を有している

・滝沢デベロップメントセンターでは、携帯基地局の
性能評価、試験業務の請負を拡大する予定

・2021年3月にT3C（滝沢テレコムテストセンター）
が竣工

・国内は東京都立川市の本社、岩手県滝沢市に２拠点



立川本社 滝沢デベロップメントセンター

社屋 ・一般的なビルに入居 ・自社の社屋

アピール
ポイント

・駅からのアクセス◎
（駅からビルまでコンコースで接続）
・帰宅時に買い物スポット多数（駅周辺）
・東京都心と比較すると家賃が大幅に安い
・昼はビルの下にワンコイン弁当が多数

・新しくオシャレなオフィス
（2018年に完成）

・駐車場完備
・ゆったりしたオフィス
・岩手県立大の学食利用可能

コーヒーサーバー ・あり ・あり

お茶、紅茶 ・あり ・あり

ウォーターサーバー ・あり ・あり

国内の組織紹介②



3⃣ 事業紹介



事業紹介（事業の種類）

【主な特徴】
① 携帯基地局の性能を評価する為の、「テスター」を開発、販売
② 販売後の保守、サポート
③ 携帯基地局の性能評価を行う業務の請負

（事業A モバイル事業）

（事業Ｂ ネットワーク事業）

【主な特徴】
① ネットワークにどのような情報が流れているかを監視する装置
② 通信事業者様：通信障害の未然防止や発生後の対策

データセンター様：攻撃的なウイルスの監視
③ 販売後の保守、サポート



事業紹介（事業の種類）

【主な特徴】
① 携帯基地局の性能を評価する為の、「テスター」を開発、販売
② 販売後の保守、サポート
③ 携帯基地局の性能評価を行う業務の請負

（事業A モバイル事業）

（事業Ｂ ネットワーク事業）

【主な特徴】
① ネットワークにどのような情報が流れているかを監視する装置
② 通信事業者様：通信障害の未然防止や発生後の対策

データセンター様：攻撃的なウイルスの監視
③ 販売後の保守、サポート
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通信が繋がる仕組み （モバイル）

通信インフラの構成 - 携帯電話の例 -

Aさん（発信） Bさん（着信）

有線（光ファイバケーブル等）

交換局
（交換機）無線 無線

最寄りの基地局 最寄りの基地局

そもそも、通信が繋がる仕組みとは？（事業Ａ モバイル事業）

①

②

③

⑤

④
①と⑤が直接通信をしている
訳でなく、様々な過程がある
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通信が繋がる仕組み （モバイル）

通信インフラの構成 - 携帯電話の例 -

Aさん（発信） Bさん（着信）

有線（光ファイバケーブル等）

交換局
（交換機）無線 無線

最寄りの基地局 最寄りの基地局

そもそも、通信が繋がる仕組みとは？（事業Ａ モバイル事業）

①

②

③

⑤

④
当社のモバイル事業では、
②と④に関する製品を開発、販売



基地局の性能を評価する製品です。

どのような製品なの？（事業Ａ モバイル事業）

当社の製品を使い、携帯端末の動き（利
用シーン）を疑似し、基地局に携帯電話
が繋がっている状態を再現します。

基地局へ負荷をかける



なぜ基地局の性能を評価するの？

◆ どのぐらいの台数まで耐えられるの？
◆ 多数の端末が接続したらどんな動きをするの？
◆ 安定して処理するにはどんなスペックが必要？

携帯基地局の性能評価とは？ （事業Ａ モバイル事業）

皆さんが日頃、携帯電話を安定、快適に利用できるようにする為、様々な
テストをクリアした基地局が設置されています。

←当社の製品では、例えば、「渋谷と同じような利用シーン」
を疑似的に作り出す事が可能で、よりリアルな街中での利用
シーンが再現できます。
これにより、基地局設置後のトラブルが減り、どこでも
「安定、快適」な利用に貢献しています。



基地局を販売 当社の負荷試験機
を販売
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通信キャリア

基地局メーカー
負荷試験機
メーカー

海外の競合他社

主力事業の相関図（主な取引先）

当社の負荷試験機
を販売

主な取引先（事業Ａ モバイル事業）

携帯基地局を開発、販売している会社様や通信キャリア様が当社のお客様です。



パケットキャプチャ製品（事業Ｂ ネットワーク事業）

【主な特徴】
① 携帯基地局の性能を評価する為の、「テスター」を開発、販売
② 販売後の保守、サポート
③ 携帯基地局の性能評価を行う業務の請負

（事業A モバイル事業）

（事業Ｂ ネットワーク事業）

【主な特徴】
① ネットワークにどのような情報が流れているかを監視する装置
② 通信事業者様：通信障害の未然防止や発生後の対策

データセンター様：攻撃的なウイルスの監視
③ 販売後の保守、サポート



主な用途はパケット（データの入った小包）を収集すること

• ネットワーク障害が発生：

・ ネットワークのどこで障害が発生しているかを確認するために、「切り分け試験」を実施

• 通信データの中身の解析を行うことにより、原因箇所を切り分け・特定

• ネットワーク内でやり取りされているパケットを捕捉し、通信データの中身の可視化が行える

• ようにするためのデータの取得をするのがパケットキャプチャツール

ではなぜパケットを収集する必要があるの？

パケットキャプチャ装置とは？

当社の etherExtractor があれば・・・

⁃ ネットワーク障害発生時に「原因の特定」が詳細に可能
⁃ サービス品質の低下を予防する「マイクロバースト検知」が可能
⁃ 証拠の保全ができれば「標的型攻撃対策」に有効

パケットキャプチャとは?（事業Ｂ ネットワーク事業）



ネットワークに流れるデータを丸取り

Internet

パケットキャプチャ製品の主な使い方

基幹となるネットワークのポイントに設置し、

流れているすべてのパケットデータをキャプチャ、

保存します。

ネットワークに流れるパケットを

丸取りすることができます

パケットキャプチャとは?（事業Ｂ ネットワーク事業）



選定のポイント / 事例

• 国産の製品であること
• 取りこぼしなくキャプチャできること
• インシデント発生時のフォレンジック用途で使用されており、

常時稼働をしている

データセンタ

・
・
・
・

解析し、
問題の切り分け

特定

金融機関での利用例（事業Ｂ ネットワーク事業）



主なお客様 （事業Ｂ ネットワーク事業）



④⃣ 福利厚生、育成、Ｑ＆Ａ



福利厚生

項目 説明

当社の制度

・資格取得の奨励金（10,000円～30,000円）
・健康手当（非喫煙者に2,000円）
・階層別教育
・充実した育成の制度
・退職金（2021年8月スタート）
・決算賞与（売上、利益が目標を達成した年など）
・コンパ補助金（部門内の飲み会等で活用）
・住宅手当（6,000円～40,000円）
・扶養手当（10,000円～30,000円）

関東ＩＴＳ健保

・他の健保よりも保険料率が安い
・高級ホテルが格安で宿泊可能（抽選）
・キャンプ場、スポーツジムの利用優待あり
・病気、ケガの際、法定給付に加えて、付加金を給付
・定期健康診断の内容が充実（人間ドック並み）
・インフルエンザの予防接種補助（2,000円）



・コンパ実施（月2回迄 / 1回1,000円補助）

・業績発表会や年末忘年会の実施

（豪華景品が当たるビンゴは大盛り上がり）

年末忘年会

業績発表会

コンパの様子（会議室）

福利厚生



育成（社員教育）

・毎期、プログラムを見直し、様々な教育を実施

・階層別教育を実施し、様々な職種のメンバーと一緒に教育を受講

・エルダー制度、メンター制度を導入

・エンジニアのスキルだけでなく、ヒューマンスキル等を磨く教育を多数実施

※31期の教育体系図は次ページ

■アルチザの経営理念

「全社員の成長と幸福を追求すると同時に、お客様、社会の進歩発展に貢献する」

これを追求していくため、



育成（社員教育）



育成（資格取得の奨励金制度）

ランク 奨励金 資格名称 等級

A 30,000円 高度試験プロジェクトマネージャ試験

高度試験ネットワーク

スペシャリスト試験

陸上無線技術士 1級

組込みソフトウェア技術者試験（ETEC） クラス1

B 20,000円 応用情報技術者試験

組込みソフトウェア技術者試験（ETEC） クラス2

C言語プログラミング能力認定試験 1級

品質管理検定（QC検定） 2級

TOEIC 800点以上

C 10,000円 情報セキュリティマネジメント試験

ディジタル技術検定情報部門 1級

C言語プログラミング能力認定試験 2級

品質管理検定（QC検定） 3級

TOEIC 600点以上

業務に必要な資格を取得した場合、奨励金を支給しています。（難易度に応じて金額は変動あり）

対象資格は、約120種類。以下は一部の資格を抜粋したものになります。



Ｑ＆Ａ （会社説明会で良くある質問をまとめました）

①1日の仕事の流れは？

時間 仕事内容

8:45 朝礼

10:00 コーディング

11:45 昼休憩

13:30 レビュー

15:30 コーディング

17:30 打合せ、終了

②仕事のやりがいは？

・プロジェクトが無事に終わった時
・自分の成長を感じられた時
・新プロジェクトにアサインされた時
・新たな開発言語にチャレンジする時
・詳細設計に携わる時
・不具合が減った時
・レビューで褒められた時
・製品が出荷された時
・納品に携わった時
・リーダーを任された時
・通信を支えていると実感した時

などなど、人により様々です。



Ｑ＆Ａ （会社説明会で良くある質問をまとめました）

③入社後のギャップ ④会社の雰囲気

・部門毎に仕切り等がないので、風通
しが良い

・親切な先輩が多い
・納期が近いと会社全体がピリピリす
る事がある

・マネジャー、部長がフレンドリー
・意見が通りやすい
・チャレンジには寛容

・通信が思った以上に難しい
・開発以外の業務も担当する
（資産管理、備品管理）

・納品に携われると思わなかった
・外線電話が多い



Ｑ＆Ａ （会社説明会で良くある質問をまとめました）

⑤残業時間は？

2020年2月～2021年1月までのデータ（12か月平均で24.3時間）

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

時間外計 28.6 24.9 24.5 19.3 27.7 22.8 18.8 30.4 29.6 24.8 21.6 18.2

休日時間 3.0 2.2 1.6 2.7 4.0 1.5 3.0 2.4 3.4 2.6 2.2 2.5

平日時間 25.6 22.7 22.9 16.6 23.7 21.3 15.8 28.0 26.2 22.2 19.4 15.7
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Ｑ＆Ａ （会社説明会で良くある質問をまとめました）

⑥有休取得は？ ⑦育児休業は？

・取得実績あり
・取得者は全員が復職し、短時間勤務
等で業務を継続

・残念ながら、男性の取得実績は無し

・昨年度は平均10.0日（65.7%）の消化
・1日単位の他に1時間単位で取得可能
・基本的には事前申請だが、断られる
事はほぼない

・自由に取得できると思う。

⑧転勤は有る？

・基本的には希望しない限り無し
・ジョブローテーション制度あり
（利用実績あり）

⑨希望職種へ配属してもらえる？

・面接時の希望を考慮
・入社後、複数部署で実習期間があり、
実習終了時に希望を再確認



Ｑ＆Ａ （会社説明会で良くある質問をまとめました）

⑩どんな人が活躍している？

様々な職種があるので、一概には言えませんが、共通しているのは、

・明るく元気
・どんな事にもポジティブに取り組める
・協調性がある
・リーダーシップがある
・突出した能力を持っている（通信、言語スペシャリストなど）



5⃣ アルチザフィロソフィ



アルチザフィロソフィとは？

経営理念
ARTIZA PHILOSOPHY

全社員の成長と幸福を追求すると同時にお客様、社会の進歩発展に貢献する。
To pursue the growth and well-being of all our employees and contribute to the progress of our customers and 

society.

事業目標
MISSION STATEMENT

品質・技術力・創造性でお客様の満足を獲得する。
To gain the satisfaction of our customers through quality, advancement of our technology, and creativity.

企業理念・事業目標を追求する為の、当社の哲学



アルチザフィロソフィとは？

職種別に以下のような冊子を配布し、朝礼等で活用。
社員が共通の考え方（ベクトルを合わせる）を持つことが目的。


