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会社概要

QUALITIA（クオリティア）という会社名は、”QUALITY（クオリティ）”と”US（アス）”を組み合わせた言葉です。私たち

の考える”QUALITY”は、提供する製品・サービスのクオリティだけではありません。

お客様と直接/間接的に関わる人材から、パートナーとの関係、ロゴ、Webサイトやカタログまで、お客様との接点（タッ

チポイント）のすべてにおいて”質の高いサービス”を提供することが、”私たち”の原点です。
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お客様と
コミュニケーションの
未来を共創する
キーワードは「コミュニケーション」と「セキュリティ」

クオリティアの事業内容をひとことで言うと、

「すべてのお客様に快適なコミュニケーションと安心のセキュリティ（環境）を提供すること」。

快適なコミュニケーション環境が必要なのは、一般企業だけではありません。

国内のお客様だけでもありません。また、セキュリティは大企業や

ITリテラシーの高いお客様だけのものではありません。

さまざまな環境のお客様に「使いやすく」「安全で」「安心できる」ITソリューションを

届けることが私たちの仕事です。

オンプレミス（自社運用）向け製品

お客様の社内（組織内）のサーバーコンピューター上に、

ソフトウェアを導入していただいて運用をするタイプの製品です。
クラウド型サービス

クオリティアの所有するサーバーコンピューター上にあるソフトウェアを、

インターネット経由の月額課金でお客様に提供するサービスです。

具体的な事業内容は？

快適なコミュニケーションを支援するメールシステムなどの

メッセージングソリューション、標的型攻撃などサイバー攻撃

の脅威からシステムを守るメールセキュリティの開発・販売を

中心とした事業をしています。お客様は大企業、中堅中小企

業から中央官庁、地方自治体、大学などの教育機関まで多岐

に渡ります。日本国内で製品・サービスを企画・開発し、オン

プレミス（自社運用）型やクラウド（月額課金）型サービスなど、

各々のお客様の要望に合わせた形態で提供しています。

事業展開は日本だけ？

シンガポール、韓国にあるグループ会社を拠点にAPAC（アジ

ア太平洋）、北米、ヨーロッパなどに事業を展開しています。特

に東南アジアでは昨今サイバー攻撃が猛威を振るい、その被

害割合は世界平均の2倍にまで上ると言われ、大きな経営課

題になっています。私たちも現地企業や日系企業のお客様の

課題解決のお手伝いをするために、現地のパートナーとの協

力や、展示会・セミナーへの参加などを通して積極的に事業

を展開しています。

O N - P R E M I S E S C L O U D

使いやすさ、多彩な機能、万全のセキュリティ対策が評価

され累計2,250法人、1,300万アカウントの導入実績を

持つビジネスWebメールです。

※ ITR Market View：メール・セキュリティ市場 2014より

独自開発の高速MTA（メールを送受信するポストのよう

な役割の機能）を搭載し、全世界2,000万アカウントの構

築実績を持つメールシステムです。

社会問題化しているメール誤送信による個人情報・機密

情報などの情報漏えいを防ぐ製品です。その効果がお客

様に評価され選ばれています。

サイバー攻撃の一種である標的型メール攻撃からお客

様を守るソリューションです。確実なヒトの目による「目

視確認」の機能を取り入れています。

マイクロソフト社のクラウド型オフィス製品群Office 

365、Google社のオフィス製品群G Suiteと連携する

クラウド型メール誤送信防止サービスです。

Office 365やG Suite（Gmail）と連携し、お客様がや

り取りをするメール送受信データを保存するクラウド型

メールアーカイブサービスです。

国内売り上げシェアNo.1※を誇る
ビジネスWebメール

カスタマイズ可能な
大規模メールシステム

メール経由の情報漏えいを防ぐ
誤送信対策

標的型メール攻撃対策
ソリューション

クラウド型で運用する
メール誤送信対策

クラウド型で運用する
メールアーカイブ



すべてのお客様に高品質なITソリューションを

製品・サービスの企画、セールス、マーケティング、開発、品質管理、運用、サポート、それらを扇の要のように支える管理部門まで、

クオリティアにはそれぞれの分野のエキスパートがいます。少しでも興味があれば、彼らの声を聴いてみてください。

メールセキュリティは誰もが必要とするもの

だから、幅広い企業とお取引できる。

クオリティアの営業は、販売パートナー経由で興味を持っていただいたお客様や、Webサイト、展示会などを通じて

お問い合わせいただいたお客様向けに提案しにいくスタイルがメインです。メールという業種や企業規模を問わず誰

もが使うツールに関わる事業なので、営業の機会は数多くあり、誰もが知っている大手企業・有名企業ともお取引が

できる、やりがいが大きい仕事です。

実は、私はもともとIT業界を志望していたわけではなく、「これから伸びる業界で、特定の分野に強みを持ったメー

カーで働きたい」という考えで就職活動に取り組んでいて、偶然クオリティアと出会いました。メッセージングソリュー

ションという注目度の高い分野で優れた製品を持つクオリティアは、まさにその条件にぴったりの企業でした。IT知識

の不足は入社してから周囲の方々にしっかりサポートしてもらえるので、この会社と出会えてよかったなと思います。

業務メールのセキュリティ向上のためにクオリティア製品に関心を持ってい

る企業を訪問し、詳細な機能やサービスを説明。お客様のセキュリティポリ

シー（情報資産をどのような脅威からどう守るのかの基本的な考え方）を

踏まえた最適な導入プランを提案し商談を進める。

展示会などで自社製品を多

くの方に知ってもらうことも

企画営業の仕事

積極的に自転車部の活動に

参加。部内でも"本格派"の

メンバーは1日で数百kmも

走破する。

営業本部  クラウドサービス営業部

企画営業の仕事とは？

シンガポールにあるグループ会社（TransWARE PTE. 

LTD.）のサポートや、海外案件の契約・支払関係手続き、

広告・海外展示会出展関連、現地人材採用関連業務な

ど、海外展開に関連する業務を幅広く担当。

年に数回、海外の展示

会に出展している。

国際事業の仕事とは？

櫻 井  草 太 2015年入社

先輩社員の仕事紹介

企画営業

多くの社員の声を聴き、より良い会社にしていく。

まだまだこれから伸びていく会社なので、大きな責任を伴う仕事にもどんど

んチャレンジさせてもらえる点に魅力を感じてクオリティアに入社しました。

市場シェアの高い自社製品があり、経営が安定していることも当社を選ん

だ理由のひとつです。充実した福利厚生制度などいろいろな魅力がある会

社ですが、今後もさまざまな社内制度を会社の成長に合わせて見直し、社

員にとってより働きやすい会社にしていきたいと思っています。

人事総務

システム管理者などからのお問い合わせを受け

問題点を整理して解決に導いていく。

日々クオリティア製品を利用していただいている企業のシステム管理者やシステム会社からの技

術的なお問い合わせへの対応にあたっています。簡単な質問であれば部署内で解決しますが、多

くの場合、開発部門や営業部門と連携して対応します。時間をかけて解決にあたる案件も多いの

で、最後にお客様から感謝の言葉をいただいたときなどは喜びも大きいですね。

社内外にいる多くの関係者と調整をしながら問題点を整理して解決に導いていくため、コミュニ

ケーション能力と技術への関心が必要な仕事ですが、私自身、文系出身でもともと技術の知識は

なかったので、業務を通じて学んできました。部署は違いますがエンジニアとも相談しやすい雰囲

気の会社なので、技術的な知識など必要なことは入社してからで十分身につけられると思います。

メールや電話による自社製品・サービスに関する技術的な問い合わせに対し、課題解決を行うことが主な業務。障害発生

時の窓口対応や、営業部門が提案中の案件の技術的サポートを担当することもある。

クラウドサービス開発本部  カスタマーサポートセンター

テクニカルサポートの仕事とは？

松 本  繁 勇 2006年入社

国際事業本部  国際事業部

田 畑  千 絵 2015年入社

テクニカル
サポート

皆が対等に意見を出し合い開発に取り組む。

風通しの良い組織ならではの魅力がある。

最初は小さな不具合の修正を担当していましたが、2年目の現在、徐々に製品の設計から携われ

るようになってきました。自社製品を開発しているため、設計の段階から自分たちでアイディアを出

し合い仕様を決めていきます。良い提案なら年齢や立場に関係なく誰の意見でも取り入れる雰囲

気があるので、とてもやりがいを感じています。先輩たちはスキルも知識もレベルが高く追いつく

のは大変ですが、わからないことはとても丁寧に教えてくれるので成長しやすい環境だと思います。

自社製品の開発は品質やスケジュールまで自分たちで管理できるため、働き方にもいい影響があ

ります。私自身、プログラマーは常に長時間労働というイメージを持っていましたが、クオリティア

は残業も少なく、休暇も取りやすい職場です。新製品リリース前など忙しい時期もありますが、メリ

ハリをつけて働けていると思います。

自社製品の開発業務（既存製品のバージョンアップ、新製品開発 など）。クオリティアでは、主にC、PHP、Pythonなどの

言語を扱う。

ソリューション開発本部  ソリューション開発部

プログラマーの仕事とは？

三 國 屋  拓 海 2015年入社

プログラマー

さまざまなテストを実施することで

安心して使える品質を実現する。

製品開発は、どんなに注意を払っても必ず不具合が起きるものです。製品が世に出る前にそれを極力少なくして、

お客様が安心して使える品質を実現するのがテストエンジニアの仕事です。もちろん不具合がないに越したことはな

いのですが、開発側が想定しないような操作が行われても問題が生じないようさまざまなテストを行う中で、不具合

を発見できたときは「リリース前に見つけてよかった」と少しうれしさもあります。探求心を持って多角的にチェックす

ることが大切な仕事です。

IT業界は技術の進歩が速く、対応していくことは大変ですが、技術職については社内でよく勉強会が開かれますし、

知識量が豊富な先輩もいるので、学べる環境は充実しています。

自社製品をリリースする前に問題点が隠れていないかさまざまな使い方で

試験を行う。テスト計画の立案から、テスト用の環境開発やレビューなど、

品質管理にも多くの工程がある。

テストエンジニアの仕事とは？

ソリューション開発本部  品質管理部

桑 原  直 輝 2016年入社

人事制度企画・運用や人材採用、給与

や社会保険関連手続き、オフィス環境

整備など、人事総務業務全般を担当。

経営管理本部  人事総務部

人事総務の仕事とは？

大 谷  美 音 子 2013年入社 

海外展開の本格化に向けて

プロモーションを行う。

本格的な海外展開は2015年にスタートしたばかりで、今はAPAC（アジア太平洋地域）の英語圏

を中心に、自社製品のプロモーションに取り組んでいます。

本社で海外事業を担当しているスタッフはまだ少ないため、各自の受け持つ仕事が多く大変です

が、そこが面白さでもあります。年齢や性別に関係なく、チャレンジする意欲があれば責任のある

仕事を任せてもらえるのはクオリティアの魅力だと思います。

国際事業

テスト
エンジニア



求めるのは失敗を恐れず
思い切り仕事にチャレンジできる人材

QUALITIAには仕事もプライベートも
充実できる環境があります

やる気なら誰にも負けない！
早く仕事を任されたい。

何でも挑戦してみて、幅広く
経験を積みたい。

好奇心旺盛で、新しい知識を
身につけていくのが好き。

先輩社員が思う「こんな人が活躍できます！」

【 企画営業職 】
手を挙げて動く人にはぴったりの会社。上司とも
距離が近く、意思表示がしやすいです。
何事も「まずやってみて、失敗したら直せばいい」
というスタンスの会社なので、早いうちから色々
なことを経験できます。

【 技術職 】
自分を表現したい人。若手社員でも積極的に発
言、提案しやすい雰囲気なので、自分のアイディ
アやセンスを存分に発揮できます。意欲的な人に
はチャンスがあるので、幅広く挑戦してみたい方
はぜひ来てください！

国産メーカーで働く
魅力とは？

私たちはソフトウェアとサービスのメーカーです。「国産のメーカーであること」をコア・バリューにしている

私たちの職場には、以下の３つを提供できる環境があります。

入社前研修から入社後の研修、各種勉強会など、充実した教育制度があるので、

事前に専門知識を持っていなくても心配はありません。

内定者研修
（入社前1日）

入社前に本社で研修を行います。

社会人としての心構えなどについて考えるほか、内定者同士の顔合わせ、交流も目的にしています。

企画営業職 技術職

新入社員研修 社内研修・外部研修にて基本的なビジネスマナーの学習や名刺交換、電話応対のロールプレイなどを行います。

ＯＪＴ教育
（各部門に配属されてからは、
現場で実践を通した教育を行います）

最初は先輩社員と一緒にお客様先を訪問し、商談の進め

方、製品説明の仕方などを実際に見ながら学んでいきます。

社内で自社製品・サービスの勉強、プレゼンの練習なども

行い、ゆくゆくは1人でお客様先への訪問、説明ができるよ

うに先輩社員が育成していきます。

どの職種もまずは自社製品・サービスについての勉強から

始めます。会議への参加などを通して少しずつ業務の流れ

を把握し、慣れてきたら担当部分のプログラミングや製品

テスト、簡単なサポート対応などの業務を実践しながら学

んでいきます。社内勉強会なども積極的に行い、技術的な

知識の取得をサポートしています。

従業員に仕事もプライベートも充実した日々を送ってもらいたいとの想いから、

QUALITIAでは、福利厚生制度の充実に力を入れています。

勤務時間・年間休日 諸制度、オフィス環境

QUALITIAは、男女・年代を問わず長く働ける環境が整っています。

随時、働きやすさの指標となる各種データをとり、さらなる改善に役立てています。

有給休暇取得率

働くときはバリバリ働き、休暇も十

分に取って充実した日々を過ごして

ほしいという想いから、QUALITIA

は高い有給休暇取得率を保ってい

ます。管理職も積極的に有給休暇

をとるため、誰もが制度を利用し

やすい雰囲気があります。

従業員満足度

従業員満足度調査を行った結果、「働く

環境」に関する満足度が77.3%と非常に

良好な水準であることがわかりました

（全体満足度は70.8%）。そのほか「部署

内の連携」「上司からの配慮」など、IT業

界の中でも「職場仲間」に関する満足度

が特に高く出ており、人間関係の良好さ

が見て取れる結果になっています。

求める人材像 福利厚生制度

人材データ

教育体制

•  新しいことを学び続けスキルアップができる

•  お客様の声を製品・サービスに反映できる

•  お客様の課題解決のお手伝いができる

バースデー休暇

ノミニケーション費用制度

自分の誕生日でも、家族の誕生日でも取得OK。家族
サービスやリフレッシュのために活用し、プライベー
トも充実させながら働いてほしいと考えています。

社員交流のための飲食会の費用を一定額補助します。

パスポート手当

新規発行、更新費用を全額補助します。仕事・プラ
イベート問わず積極的に海外へ出て見聞を広めてほ
しい、という思いからできた制度です。

勤務時間

休日

9:30～18:30（休憩1時間含む）

年間休日約125日
完全週休2日制（土曜・日曜・祝日）

休暇制度

夏季・年末年始休暇、年次有給休暇、
バースデー休暇、慶弔休暇

休憩室

仕事に疲れたときにはリフレッシュできるスペース
があり、マッサージチェアーも用意されています。

社内イベント

社員旅行

ディナークルーズやバーベキュー、日帰り旅行など、
毎年自由参加イベントを企画しています。社員の家
族も参加できます。

年度によっては海外旅行も企画しています。
2014年：シンガポール
2017年：タイ（バンコク、プーケット）

社内部活動

人数などの条件を満たせば誰でも部活動を設立で
きます。活動費用を一定額補助します。

働く環境に満足
77.3%

社内イベント（バーベキュー） 社内イベント（ディナークルーズ） 休憩室 社内部活動（自転車部）

有給休暇取得率
78％


