
「スキルだけで良いですか ?」

これからの時代、人材アウトソーシングの会社に求められるものは何でしようか ?

私ども「スキルアンドコミュニケーションズ」では、この社名の中に、その答えを

用意しています。

技術系の人材アウトソーシングの会社において、その「技術的なスキル」が求め

られるのは、当然のことといえます。しかし、私どもが、長年、多くのお客様 と意見

交換を通じて得た「答え」は、少し違ったものでした。

多様な職場環境の中で、「お客様が求めている人材」とは、単に「技術的なスキル」

にとどまらず、「コミュニケーション能力」を兼ね備えた人材であると私どもは考え

ます。
「スキルアンドコミュニケーションズ」では、その社名の現すように、「独自のカ

リキュラム」により、特に、技術系人材の「コミュニケーション能力」の開発・醸成

に力を入れるなかで、従来の「技術的なスキル」と、「コミュニケーション能力」の2

つの大きな柱を併せ持つ、少数ながらレベルの高い「新しい技術系の人材」をご提

案してまいります。

スキルアンドコミュニケーションズは設計開発を中心とするアウトソーシングを

通し、お客様への技術提供、コスト肖1減、人事施策に貢献してまいります。

近年、組織でコス ト削減や組織体制のスリム化が計 られる中、事業の活性化を

同時に手中に収めることが出来るアウトソーシングは、産業界ではなくてはなら

ない存在になっています。

アウトソーシングは大手企業を中心に積極的に活用され、下請け的な業務内容

から脱皮し、より高度な業務内容になってきています。

特に技術開発分野におけるアウトソースにおいては、製品開発プロセス全体を

含んだ業務内容に変化 してきてお り、有能な技術者を活用することは不可欠とな

りつつあります。

スキルアンドコミュニケーションズは、人材の戦略的活用を提案、人事戦略の良

きビジネスパートナーとしてお客様の様々なご要望にお応えして、最良のサービ

スと確実な成果を提供してまいります。

株式会社スキルアンドコミュニケーションズ

― ―
・
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C onlpany Profile

会 社 概 要 ‖本社のご紹介 哉:牲

p地

案 内 ‖本社の所在地

社    名

設    立

資  本  金

本    社

代 表 取 締 役

主要取引銀行

事 業 内 容

特定労働者派遣事業

株式会社スキルアンドコミュニケーションズ

平成18年 2月

1,000万円

大阪市住之江区南港北2110
ATC(アジア太平洋 トレー ドセンター)

ITM棟 3F Jl

上田 秀太郎

三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、近畿大阪銀行

機械設計開発、電気・電子設計開発、
ソフトウェア開発、設備・ プラント設計、
半導体研究開発、受託開発請負業務

特 27-304734

●地 ド鉄・ ニュー トラムをご利用の場合

梅田・本町 心斎橋 なんば方面か らお来 しの場合

地下鉄中央線本町か らコスモスクエア経由で約 18分

●」Rを ご利用の場合

大阪・天王寺方面か らお来 しの場合

環状線「弁天町 」駅か ら地 ド鉄中央線に乗 り換え、
コスモスクエア経 由で約 15分

● 自動車 (高速道路 )を ご利用の場合

堺・和歌山方面 よりお越 しのお客様は南港南出日にて

高速道路をお降 り下さい。

南港北出入口では南方面からの降り「1が ございませんので、
ご注意 ください。

1営業所のご紹介

大 阪 営 業 所

姫 路 営 業 所

大阪市住之江区南港北2110
ATC(アジア太平洋 トレー ドセンター)

ITM棟 3F J-1

兵庫県姫路市飾磨区三宅 l丁 目1942
今村ビル8F

☆アジア太平洋
トレードセンター

iri△
―
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■ 雪≫電君輩1く ら生ま万だ百ジ,'じ|ニジ当シとよう、ぉ客様のニーズを的確に捉え、効率のよしヽプランニング、
アウトソーシングによるトータルソリューションを実現いたします。

あらゆる業界業務において

多種多様な経験をもとに
ベストソリューションを

トータルにご提案

。|■堅ヨ嗜企業T軍 ___     _
パナソニック株式会社ホームアプライアンス社

パナソニック株式会社セミコンダクター社

株式会社キーエンス

富士通テン株式会社

川崎重工業株式会社

三菱電機株式会社

三菱電機エンジエアリング株式会社

船井電機株式会社

京セラミタ株式会社

三洋電機株式会社

株式会社八―マンプロ

東芝エレベータ株式会社

東 レエンジエアリング株式会社

神鋼テクノ株式会社

株式会社神鋼エンジエアリング&メ ンテナンス

西菱エンジエアリング株式会社

富士電機システムズ株式会社

株式会社モリタエコノス

井原築炉工業株式会社

株式会社岡崎製作所

ダイセル・セイフティ・システムズ株式会社

リマテック株式会社

(順不同)



主な派遣分野のご紹介
OI

E ectric Deve opment

重電機器

開閉制御装置

制御機器

通信機器

放送機材

Machine Development

半導体、集積回路   計量、試験、計測機器

半導体製造装置    電子回路

電子部品応用装置   画像処理

自動サービス機    その他

民生用電気製品

OA機器

メモリー部品

プリント基板関連

自動車関連機器

電子計算機

ロボット

建設機械

生産調痛ライン

繊維 縫製機械

食品加工機

印刷機

特殊機械

送厠機

真空装置、ポンフ

民生用電気製品

電気部品

半導体製造装置関連

電子計算機及び関連装置

治具、工具

内燃機関

運輸、運送機器

光学機器

自動サービス機

航空、宇宙機器

玩具、娯楽機器

その他

k■
研究(設計・試作)開発

ユニット製作 樹脂成形品

治工具        模造品

油空圧ユニット    配電盤

Semiconductor and lnformat on

半導体フロセス設計  各種制御用システム

レイアウト設計    交通運輸システム

メモリ        Clシ ステム

テスタプログラム   通信システム

システムLS      CADシ ステム

AS C設計       Cテ ストプログラム

論理設計       ERPシ ステム

Research and Development

設備改良部品試作品  各種成形金型

設備機器新規部品   模造木型

小型配電盤

小型試験装置

各種試作製品

小ロットの製作

家電用操作器、他   設備改良試作品

試作品調整 試験

確認業務

その他

電気・電子分野 機械設計開発分野 情報デジタル分野

電気・電子設計 機械開発・設計

スキルアンドコミュニケーショ
ンズでは、最先端の技術に精通した
優秀なエンジエアを擁し、お客様の
もとで時代を切 り開く新規プロジ
ェクトのサポートを行います。
フィールド展開の一環として、電

気 電子系の設計開発を主要な技術
のひとつと位置づけ、回路 制御設
計から高圧電力送受電設備設計まで、
産業界における多種多様なニーズ
にお応えいたします。

(範囲〕
プリンタコントローラ回路/自 動
車搭載制御機器/カ ーナビ制御回
路/DVDビ ックアップ制御回路/携
帯電話回路/AV機器回路/家電制
御回路/パ ソコン制御回路/電源
回路 /モーター制御回路/変電
受電装置/FAライン制御/
燃料電池 等

機械設計開発という分野は、様々
な産業分野と深く関わりを持ち、業
界全体の根底を支えるポジション
にあるといえます。
その為、産業機械 精密機械 輸送

機器などの分野においても、より高
度な機械設計者の技術力が必要と
されております。

スキルアンドコミュニケーショ
ンズでは、専門知識を要する機械開
発技術者をより高度な複合技術者
へと、その育成に力を入れておりま
す。

(範囲〕
自動車関連機器/搬送輸送機器/
トランスミッション/モーター/
金型/家電製品/ノ ー トパソコン

筐体/AV機 器製品/携帯電話筐
体/生産設備/プラント 等

情報デジタル分野は常に進化し
続けております。情報デジタル技術
は、今日私たちの生活のあらゆる場
面に深く浸透しています。それを実
現させているのは、情報ソフトウェ
ア技術者であることは間違いあり
ません。
私どもスキルアンドコミュニケ

ーションズでは、今後も最先端の技
術力が必要とされるソフトウェア
技術者を育成し、お客様のお役に立
てるような技術者をこ提案いたし
ます。

(範囲〕
カーステレオ制御/カーナビ制御
/車載ユニット/携帯電話制御/
AV機器制御/家電機器制御/プ リ
ンタ制御/マイコン制御/ロ ポッ
ト制御/ECu制御/通信システム制
御/計測制御/画像処理 等

半導体分野

近年半導体産業の好況感が強ま
っております。中国・台湾 韓国など
が急激に伸びる中、日本が IT産業
で優位を保つためには、半導体設計
の能力を強化しなければなりません。

スキルアンドコミュニケーショ
ンズでは、さらなる品質向上、生産
性向上に向けて、高スキルの技術者
の育成に邁進しております。

(範囲〕
システムLSi/レイアウト設計/プ
ロセス開発/テスタプログラム/
AS C設 計/メ モリ/論理回路設計
/パッケージ設計 等



°
||っ T

91■ 4

STYLE l

弊社担当者がお伺いしての打ち合わせ後、仕様書に基づき速やかに

見積書を提出させていただきます。

価格・納期・作業スペース等につきましては、お客様のご要望にお応え

いたします。

業務の追加・変更等につきましても、ご対応させていただきます。

チーム請負 STYLE 2

1)弊社 リーダーにより、業務工程の一元管理を行います。

つ 弊社リーダーがお客様への窓口として、責任を持って対応 してまいります。

■ 作業人員数につきましては、納期、予算等、お客様のご要望に合わせて弾力

的に対応 してまいります。

チーム派遣 STYLE(3

リーダーをおくことで、工程管理・業務管理・人員管理 労務管理等を

省力化できます。

技術スタッフ間の業務のかたよりを無くし、平準化、効率化を実現する

ことができます。

SttYLE4

弊社技術スタッフの活用により、技術力の補完・相乗効果が期待できます。

弊社技術スタッフの活用により、お客様の貴重な技術資源を、より効率的・

効果的に活用いただけます。

単体派遣0,P,「
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STEP l 技術者「個人」をご提案いたします。
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STEP 2警饉肥念ξ耳

複数」
スキルアンドコミュニケーションズでは、ステップ 1でご提案したのと

同様の「バランスの取れた技術スタッフ」を、お客様のニーズに合わせて、
「複数」こ提案いたします。お客様の、多様な分野 技術レベルに応じた、ピ
ンポイントの人員配置をフレキシブルに実現いたします。お客様の業務
のうち、日常化 ,レーティン化した業務などを私どものスタッフにお任せ
いただくことにより、お客様の貴重な「技術資源」を、より効率的・効果的
に活用いただくことが可能となります。

一鳳
凸

=意
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=

スキルアンドコミュニケーションズでは、その最も基礎的な人材提案の形
として、「高い技術スキル」はもちろんのこと、私どもの独自の研修プログ
ラムにより醸成した「高いコミュニケーション能力Jを兼ね備えた、バラン
スの取れた技術スタッフを最少1人の単位から、こ提案いたします。
こ提案させていただく技術スタッフは、お客様の多種多様な業務 職場ヘ
と順応し、「技術力の補完 相乗効果」を実現することをお約束します。
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弊社チーム

スキルアンドコミュニケーションズでは、ステップ 1およびステップ2に
てこ提案させていただいた「1人単位Jの技術スタッフを「リーダー」として、
さらにその下に私どもの技術スタッフを配置した最少2名 からなる技術
スタッフの「チーム」をこ提案いたします。
技術スタッフを「チーム化Jすることで、技術スタッフ間の業務の「かたより」
を無くし、平準化 効率化を実現することができます。
また、リーダーを置くことで、工程管理・業務管理 人員管理・労務管理等を
省力化することが可能となります。

SttEP 3寧f淫博々 、たします。   ｀
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弊社Bチーム

スキルアンドコミュニケーションズでは、さらに「複数Jの技術スタッフの
「チーム」をこ提案することにより、お客様の業務工程の一部の「管理」を実
現いたします。
お客様の需要にマツチする形で、各チームをさまざまな業務工程やパート
に配置できることで、各工程、各パートにおけるお客様の貴重な「技術資源J

の大胆な「再配置」が可能となり、「技術資源の大幅な効率化」が実現できま
す。また、複数のチームをお客様の業務工程の特定の部分に「集中的」に採
用することにより、その業務工程の一部ないし全部を「―括管理」すること
も可能です。

O
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資格取得研修  |
Qua‖fication Training

各種、資格取得などの

支援 サポート

提携先の教育研修機関による

各種専門硼珍

ol___ ____望 術地参スキルアップ研修について
~ 

スキルアンドコミュニケーションズでは、大きく「4つの段階」の「技術スキル研修」を用意

しています。

O STEP]
| まず、第一段階の「入社時の初任者研修」として、請負 派遣の各業務に関わる制度の説明

| をはじめ、個人情報管理規定とそれに基づく個人情報管理方法の説明、請負先 派遣先の

技術情報に対する守秘義務の周知徹底、また、基礎から応用までの広範なビジネスマナー

. 研修を実施しています。

o STEP2
1 次に、第二段階の「OJT研修」として、請負業務中・派遣業務中のリーダーによる、目標設定

および目標管理、各種専門技術の指導、技術・技能の評価、作業能率アップのためのアドバ

| イスなど、多様な技術支援を行っています。

O STEP3
第二段階の「各種専門研修」としては、技術者の各レベルに応じた専門の教育研修機関と

提携し、個別のケースことの少人数による専門的かつ八イレベルの技術研修を提供して

います。

O STEP4
また、最終段階の、「各種、資格取得などの支援 サポー ト」として、スキルアップのための

資格取得への補助、個別の相談、希望の専門講座・通信教育などへの補助、「専門書籍の図

書館」の設置など、きめ綱かなサポートを行っています。

0」 Tによる技術研修

初任者技術研修

コミュ手ケ

「

ション能力研修     _     。

スキルアンドコミュニケーションズでは、大きく「4つ の段階」の「コミュニケーション能力研修」

を用意しています。

STEPl
第一段階の「対人コミュニケーション能力研修」としては、提携している「専門の講師」や「話し方教

室」などを利用しての研修を行います。こうした講座は、現在、技術系に限らず多くの企業の研修と

して採用されており、スキルアンドコミュニケーションズでは、これまで「当たり前のもの」とされ

ていた「対人コミュニケーション能力の重要性」を再認識するためにも重要な研修と考えています。

STEP2
第二段階として、専門スタッフによる「コーチング手法」を採用したセルフマネジメント研修、コミュ
ニケーション能力硼参を実施しています。

この「コーチング」を採用した研修は、スキルアンドコミュニケーションズの考える、最も重要な研

修のひとつです。「コーチング」とは、アメリカで始まったと言われるマネジメント手法で、対面で、
コーチ役の専門のスタッフが「質問形式」で、技術スタッフのモチベーションアップや、対人コミュ
ニケーション能力の向上へと「誘導Jす るという手法です。欧米では、すでに一般的な研修方法とし

て、多くの企業で採用されており、モチベーションアップや、セルフマネジメント能力・コミュニケー

ション能力の向上、またメンタルケアなどの面で、大きな効果をあげています。私どもは、この「コー

チング手法Jは、技術スタッフの資質向上に最も適した研修手法であると考えます。

STEP3
第二段階として、技術スタッフによる「任意のグループJ研修を実施しています。任意のグループ研

修とは、グループで行う「コーチング研修」や、グループで行う「各種研究 勉強会」を指します。この

場合の「研修 勉強会」とは、直接に、専門技術のスキルアップにつながるというものではなく、広く、

経済 社会全般または趣味の分野などに関わるテーマごとの研修 勉強を、「任意のグループ」で行

うというものです。この研修を通じて、技術スタッフのメンタルケアやコミュニケーション能力の

向上を目指します。

STEP4
最終段階として、当社内 業界内に限定されない総合的な「キャリアマネジメント」を実施していま

す。技術スタッフの「将来的な生活設計」を考え、専Plスタッフが、当社内 業界内での「キャリアアッ

プ 収入アップ」のための相談 マネジメントを行います。また、当社内 業界内に関わらず、技術ス

タッフが希望する業種 職種へのステップアップのための総合的なマネジメントも行っています。

コミュニケーションスキル研修
I COmmunication Training

当社内 業界内に限定されない総合的な
『キャリアマネジメントJの実施
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技術スタッフによる
「任意の勿 レープ,研修の実施

専門スタッフによる「コーチング手法Jを

採用したセルフマネジメントれ 、
コミュニケーション能力酬蓼

初任者硼参として、
「専門の講師」「話し方教室」などと

提携しての代X能力研修



一般的な技術系アウトソーシング企業の場合

初任者研修として、一般的な
ビジネスマナーなどの研修

一般的な技術系アウトソーシング企業の場合、技術スタッフの研修といえば、おもに、「技術スキル研修」に重点が置かれ、事務 営業 企

画系などのスタッフの場合には特に重視される「コミュニケーション能力」の向上には、これまであまり注目されてきませんでした。し

かし、それでは、技術スタッフは「技術スキル」のみに偏り、「人材」として、いかにも「不安定Jで あり、このことが現場で少なからず問題を

生んできた要因となったと私どもは考えます。また、この日常の「コミュニケーションロス」による「お客様の経済的な損失」も、これまで

あまり注目をされてきませんでしたが、」ヽさくないものであると考えます。
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スキルアンドコミュニケーションズの場合

当社内 業界内に限定されない

総合的な「キャリアマネジメン
トJの実施

技術スタッフによる
「任意のグループJ研修の実施

初任者研修として、
「専門の講師」「話し方教室 J

などと提携しての対人能力研修

私どもは、お客様のニーズの中から、多様な職場環境の中で、「お客様が求めている人材」とは、単に「技術的なスキル」にとどまらず、「コ
ミュニケーション能力Jを兼ね備えた「バランスの取れたスキルをもつ人材」であるとの答えにたどり着きました。
「スキルアンドコミュニケーションズ」では、その社名の現すように、「独自のカリキュラム」により、特に、技術系人材の「コミュニケーシ
ョン能力」の開発・醸成に力を入れるなかで、従来の「技術的なスキルJに、「コミュニケーション能力Jを加えた、「2つの大きな柱Jを併せ
持つ、少数ながらレベルの高い「新しい技術系の人材Jを と提案してまいります。
この2つ の大きな柱が、私どもスキルアンドコミュニケーションズの目指す「ツインタワー」なのです。

OJTに よる技術研修

初任者技術研修

0」 Tによる技術研修

初任者技術研修


