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CONNECT
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CONNECT

想いをつなぐ。未来へつなぐ。
社会と人々の想いを、 ITインフラの力で未来へつなげる

CONNECT.CONNECT.
コネクト

私たちが創業当時から大切にしてきた、「通信インフラ基盤」を支えるという事業。
時代の先端を走る華やかなIT業界の裏側で、この事業に従事する私たちは、

とても実直で無骨な存在なのかもしれません。

その無骨さを大事にしながら、価値ある新しさを融合できないだろうか。
いつしかそのように考え始めた私たちは、電気通信工事業という枠組みを越え、
様々な取り組みに挑み、新たなバリューを市場にプロデュースしています。 

CONCEPT
ITインフラ市場に新たなバリューを

Always Brush up!

スタッフには高スペックなラップトップPCとiPhoneを支給。
BGMの流れるオフィスには、北欧デザインの家具が採用され、テレワークを実現する
セキュアなアクセス環境を備えています。

業務環境ENVIRONMENTE
全社員による社員旅行（直近：タイ王国、大阪USJ）を実施。
社内のラウンジにはお菓子を備えたフリーカフェコーナーがあり、ゲストに限らず社員も、
いつでも利用する事ができます。

福利厚生BENEFITB

業界35年に渡るITインフラの提案、設計、構築のナレッジを有し、
24時間365日の保守窓口と併せ、ワンストップサービスを提供しています。
また、教育と業務環境への投資に積極的です。

私たちの強みADVANTAGEA
実直で無骨な業務内容の反面、風通しが良い環境で、現場、若手の声を
吸い上げる文化を持ち、ビジネスチャットによる社内間の連絡網など、フランクで親しみやすい
雰囲気が特徴です。

企業風土CALTUREC



24時間365日
保守サービス

プロパー（自社）スタッフが24時間365日
窓口となり、止めることができない、
クリティカルなIT業務運用を支える
サービスです

ネットワーク
仮想化

個別の物理インフラを統合仮想化する
ことで管理を簡素化し、部門移動時の
ネットワークの変更作業を自動化、
高利便性を追求します

ネットワーク
セキュリティ
分離環境構築

組織運営の脅威となる不正侵入や
情報漏洩に対し、ネットワークセキュリティ
のレベルを引き上げ、情報システムの
強靭化を図ります

PBX（内線電話）
システム構築
クラウドPBXサービス
オンプレミス型PBXに加えクラウドとの
ハイブリッド運用、プライベートLTEなど、
ワークスタイル変革に寄与する
音声サービスを提供

Wi-Fi
ネットワーク構築

WEB会議やスマートデバイスの普及で
求められる、高速通信を実現する
Wi-Fi6の提案や、干渉の少ないリッチな
無線環境を提案します

顔認証/入退管理
セキュリティカメラ

世界最高峰の認証制度を持つ顔認証
システムや、録画装置不要で
どこからでも録画画像を確認できる
クラウドサービスを提供します

官公庁/企業/医療機関向け

情報ネットワーク
構築事業
豊富なネットワーク構築経験を基に、
構築における全過程（提案・設計・構築・
工事・保守運用）をワンストップで
提供します

会議室
ソリューション

WEB会議の利用頻度が増し、
リアルな臨場感を生む会議空間環境や、
会議室を効率よく利用できる
予約システムを提供します

「可視化」で
ワイヤレスネットワークの最善環境を

信頼の置ける企業インフラへ

無線LANアセスメントサービス
サテライトオフィスやフリーアドレスなど、働き方改革における
IT環境は無線LANを主体とするインフラが支えています。
私たちは、見えない電波を独自のノウハウで可視化し、
信頼できるITインフラへとブラッシュアップするお手伝いを
実践しています。

ITインフラに「わかりやすさ」と
さらなる「信頼」を

ネットワーク総合監視アプライアンス

Network Monitor GC1
扱いやすい画面構成で、ITインフラを監視するソリューション
です。アプライアンス製品の特徴である「短納期」かつ、
ライセンスが不要な「低コスト」設計であり、ITインフラ監視に
おける導入ハードルを、大幅に下げることに成功しました。

通信インフラ事業を通してノウハウを蓄積した私たちのポテンシャルは、
提案、工事、設計、構築、保守といったワンストップ運用にとどまりません。

電波の状態を可視化し、安定した無線環境を提案するアセスメントサービスや、
使いやすく、低コストで導入できる独自のネットワーク監視アプライアンスなど、
情報と人をむすび、業務運営を円滑に行うための画期的なサービスを提供。

２４時間３６５日の保守窓口も保有しており、迅速かつ丁寧に運用をサポートします。

SOLUTION
つなぐもの、それは組織の生命線



会社概要

商　号 株式会社西通

業　種 電気通信工事業・電気通信事業者

本　社 福岡県北九州市小倉北区井堀4-1-32

事業所

役　員 代表取締役会長　　　野田義信
代表取締役社長CEO　間地洋一

資本金 10,000千円

取引銀行 西日本シティ銀行 ・ 福岡銀行 ・ 福岡ひびき信用金庫

主要納入先 株式会社三井ハイテック / 合同会社DMM.com / 日本製鉄株式会社 / JR九州 / 北九州市 / 北九州芸術劇場 /
リバーウォーク北九州 / Mark Is / 福岡地所株式会社 / Fukuoka Growth Next / 株式会社RKB毎日放送 /
株式会社テレビ宮崎 /  学校法人産業医科大学 / 大石産業株式会社 / KDDI株式会社 / 株式会社NHCS /
医療法人社団翠会 / 公立大学法人九州歯科大学 / 医療法人蒼龍会 / 学校法人二戸学園 / 苫小牧市教育委員会

主要パートナー NEC（日本電気株式会社） / NECプラットフォームズ株式会社 / NECフィールディング株式会社 /
NECキャピタルソリューションズ株式会社 / ダイワボウ情報システム株式会社 / JBCC株式会社 /
亀田医療情報株式会社 / 株式会社BCC / 株式会社システム開発 / 株式会社南日本情報処理センター

取扱メーカー
ブランド

各種認定

NEC（日本電気株式会社） / シスコシステムズ / YAMAHA / HPE Arubaネットワークス / Ruckusネットワークス /
アラクサラネットワークス / アプレシアシステムズ / FORTINET / ソリトンシステムズ / エイチ・シー・ネットワークス /
パナソニックEWネットワークス / ROD / アライドテレシス / AXISコミュニケーションズ / CHECK POINT / Trend Micro

他　※順不同

東京オフィス 　： 東京都港区浜松町1－27－17 三和ビル4階 プレミアムオフィス浜松町408

https://www.seitu.jp/
お問い合わせ : contact@seitu.jp

あゆみ

COMPANY

営業所
本　社
〒803-0835  福岡県北九州市小倉北区井堀4-1-32　
TEL 093-571-5585　FAX 093-592-2204

東京オフィス
〒105-0013  東京都港区浜松町1－27－17 三和ビル4階プレミアムオフィス浜松町408
TEL 03-3454-5666　FAX 03-3454-5663

私たちは常にカスタマーインの発想に立ち、
顧客にとって真に価値のあるサービスを提供するために、

若手が率先して意見を述べ、現場の声を活かす風土を大事にしています。

スピーディーな意思疎通を図るため、社員同士の連絡はビジネスチャットを活用し、
教育研修や設備投資を積極的に行って、伸び伸びと仕事ができる環境を整備。

全員が当事者意識を持って顧客満足を追求し、共に未来に向けて歩んでまいります。

カスタマーインの発想、若い力で未来を創造

1963 小倉出張所を分離独立し、本社とする
明星電気株式会社と販売取扱業務契約を締結

1973 日本電気株式会社と販売取扱業務契約を締結、
販売店となる

1984 株式会社西通　法人設立、小倉北区都町に本社登記
代表取締役に野田義信就任

1986 北九州市小倉北区下到津に本社移転

1998 ネットワーク構築事業に本格参入

2014 ネットワーク監視アプライアンスを内製販売開始

2015 法人Facebookページ新設

2010 CI（コーポレートアイデンティティ）制定
「想い」をつなぐ「未来」へつなぐ

2013 東京都港区芝に「東京オフィス」開設
ワイヤレスLANサイトサーベイサービス開始

2018 社内外リニューアル
鹿児島市西千石町に「鹿児島オフィス」開設

2019 代表取締役会長CEOに野田義信就任
取締役社長CSOに間地洋一就任
「東京オフィス」を東京都港区浜松町に増床移転

2021 代表取締役社長CEOに間地洋一就任
WEBサイト4.0th リニューアル実施

2012 北九州市小倉北区井堀（現住所）に本社移転・増床
医療市場向けネットワーク構築事業を開始、全国展開
取締役に間地洋一就任

他　※順不同

他　※順不同

2022 健康経営優良法人2022取得
プライバシーマーク取得
新たな働き方に対応するオフィス造り
　「Smart Workplace 2022」リニューアル完成 経済産業省

健康経営優良法人
認定取得

プライバシーマーク
認定取得
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