サービス概要:
キーワーズの組み込み系サービス

専門技術とプロジェクト支援をオンサイトにてご提供
目標達成の手助けをしつつ、
リリース前のハードウェア発送やフ
ァイアウォール外での専有技術共有においてのリスクを軽減して
くれるようなパートナーをお探しですか？または、中心スタッフを
近くでサポートしつつリアルタイムで結果を共有したり、
より良い
製品を作るためのベストな方法を見つけてくれたりするような、
信頼のおける共同作業チームをお探しですか？

キーワーズの組み込み系サービスは、お客様独自の要
求に応じて、柔軟性、拡張性、再現性に優 れたサービ
スをご提供します。弊社は様々なクライアント、ジャン
ル、デバイスに対応したサービスをご提供することで、
その自由度の高さやお客様の価値観だけでなく、社内専
門チームの専門性と透明性を示します。

お客様のもとにオンサイト・チームを置くことで、
ご希望に
沿ったサービスのご提供が可能となります。
お客様にとっ
ては採用に関連した業務の必要がなくなるため、重要な
仕事に集中して効率をアップさせることができるほか、人
件費も削減できます。

たします。
幅広い経験、戦略性が高く臨機応変なサービス
に対する評価、
そして技術革新者と一緒に働くことに対す
る意欲が、様々なプロジェクトにおいて弊社を理想的な
パートナーとしてくれます。

の人材のご提供と、拡張性の高いプログラムの作成に自
信をもっており、確かな人材紹介から徹底したアウトソー
シングまで、弊社の臨機応変なサービスは、
お客様の目標
達成を強力にサポートいたします。

キーワーズでは、
お客様と一緒になって実践的・戦略的に
プロジェクトに取り組み、要求される内容を考案・管理い
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弊社はお客様のパートナーとして新しいアイデアをご提
案し、
また、内容・頻度ともに効果的なコミュニケーション
を取っていきます。成功のために必要な管理・運営レベル
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組み込み系サービスを利用するメリット

• 組み込み系サービスのご利用により、製品の製作を続
けながらのコスト削減が実現します。
管理サービスまた
は部分的な人材紹介に関わらず、高い柔軟性を活かし
てお客様のニーズに沿ったビジネスモデルをご提供い
たします。

• お客様の業務内容に一致する高水準の専門家を採用
し、
オンサイト勤務できるようにいたします。
• 間接費、採用、入社、管理、税金支払い、失業、病気、有
給休暇にまつわるリスクを引き受けます。

• 弊社のビジネスモデルにより予算内・期限内での目標
達成が可能となるほか、各分野の専門家を活用するこ
とで業務プロセス、継続した改善や効率の良さに対す
る意欲の強化といった追加の利益も生まれます。

• 各プロジェクトには、
プロジェクト管理や人材管理に
長けたプログラム・マネージャーが置かれます。
お客様
と製品にとってベストとなるサービスをご提供できる
よう、
スタッフのやる気を刺激し、励まし、活力を与えま
す。
適切と思われる場合には、
オンサイトの管理チーム
をお客様のもとへ派遣することも可能です。
これにより
お客様への理解を深め、現在求められていること、
また
将来的に求められるであろうことも認識することがで
きます。

• キーワーズの組み込み系サービスは、対象分野におけ
る幅広い知識と経験を併せ持つ各分野の専門家を多く
抱えることで、
お客様にご満足いただけるサービスをご
提供します。
• お客様のインフラ環境、通信システムおよび設備にシ
ームレスに結合することで相乗効果を生みだすととも
に、
お客様とキーワーズの組み込み系サービス双方の
コスト削減に貢献します。
また、
プライバシーとセキュリ
ティにおけるリスクの軽減も、
キーワーズの組み込み系
サービスが持つ大きな強みです。
• 組み込み系サービスのビジネスモデルの仕組みは、
し
っかりと管理されたサービスモデルをご提供するスキ
ルを基礎としています。

持続可能な結果を生み出す仕組み

トレーニング期 間 の短 縮 : トレーニング
期間を短縮する弊社独自のプロセスで、
オンサイト・チームが職場に素早く組み込ま
れます。

高い自由度: プロジェクトのライフサイクル
に応じて、人材の増減が容易に行えます。

時間と労力の節約: 弊社が採用と人材管理
をしっかりと行うことで、
お客様は自社の主
要戦略に集中できます。
付加価値: 弊社が抱える各分野の専門家が
プロセス改善を特定・主導することで、
プロ
ジェクトに付加価値が生まれます。

自社チームの質向上: 業界の成功事例と世
界中の専門チームにすぐにアクセスできる
安定したチームに成長します。
お客様のニーズ沿ったご提案: 弊社のプロ
セスは、お客様のビジネスにシームレスに
溶け込みます。
しっかりと提携して真摯に働
く中でお客様の目標を詳細に理解し、予期
せぬ事態が発生した場合にも協力して対
応できるようになります。

• オンサイト・サービスによりリスクが軽減されるため、
リリースされていないハードウェアの取り扱いが容易
になります。
お客様側のエンジニアと一緒に作業するこ
とで柔軟で質の良いコミュニケーションが取れるよう
になり、目標達成への切り替えや意思疎通のスピード
が向上します。
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信頼のおけるパートナーとしてのキーワーズ
プロジェクト
指向

高い自由度

付加
価値

積極的な採用活動

共有の人材

成功事例

人材管理

プロジェクト管理

プロセス改善

パフォーマンス管理

最適なサービス提供

遡ったフルタイム当量（FTE）

モチベーションの高い
連絡窓口

プロジェクトベース
またはサービスベース

標準レポート
（KPI、
メトリクス）

給与支払い&人事サポート

共有または完全管理

四半期/月間ビジネスレビュー

各分野の専門家

ステータスレポート

お客様のニーズに応じたサービス

オンサイトにてお客様側スタッフとシームレスに溶け込ん • プロジェクト特有の作業分割構造
で作業できるようなチームを、業務内容に応じて採用い
（WBS）の開発
たします。弊社はエンジニアリング、開発、
デバッグからプ • スケジューリングおよび
レイヤーサポートまで、多岐にわたる経験豊富なチーム
人材・タスクの割り当て
を様々なサービスを通じてセットアップいたしますので、
• 予算、発注書、請求書の
製品のライフサイクルを一貫してプロジェクト管理するこ
モニタリング
とができます。
• 指定のレポート/特定の問題に関する
お客様がプロジェクトのコントロールに集中できるよう、
レポートの作成および提供
プロジェクト管理や人材割り当てに関連した、時間のか
• 見積もられたコスト対実際にかかるコストの分析
かる作業を弊社が担当いたします。
プロジェクトマネージ
• プロジェクト用の人材採用および入社手続き
ャーが率いるチームを通じて、キーワーズの組み込み系
サービスは以下を含むサービスを柔軟にご提供いたしま • 事業の安定性確保のための
四半期ごとの報告
す:
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ダブリン
エドモントン

ロンドン

（アルバータ州）

バーナビー

（ブリティッシュコロンビア州）

レドモンド

ファーゴ

（ワシントン州）

シアトル

（ノースダコタ州）

（ワシントン州）

バンクーバー

（ワシントン州）

グリーンフィールド

メンローパーク

（カリフォルニア州）

ローズビル

（カリフォルニア州）

サンノゼ

（カリフォルニア州）

サンディエゴ

（インディアナ州）

フォートコリンズ

（コロラド州）

インディアナポリス

チェルムズフォード

モントリオール

（ケベック州）

ストーナム

（マサチューセッツ州）

（マサチューセッツ州）

シャーロット

（ノースカロライナ州）

（インディアナ州）

（カリフォルニア州）

マドリード

ダラス

（テキサス州）

組み込み系サービスに対応するロケーション

組み込み系サービスにリモートで対応する人員の
ロケーション

他にはない10年にわたる経験

お客様
過去10年間にわたり、
キーワーズの組み込み系サービス 業界のお客様をシームレスにサポートいたします。
は、複数の業界におよぶトップレベルのお客様にサービ の協力を得ることで、質の高い結果を迅速に生み出すこと
スをご提供してきました。
業界に特化した専門家がキーワ のできるチームを素早くセットアップすることができます。
ーズのサービス（エンジニアリング、カスタマーサポート、
ローカライズ、
アートアセット製作、デバッグなど）を実証
済みのプロセスや手順とともにご提供することで、様々な

キーワーズの組み込み系サービスは多くのエリアでご利用可能で、
キーワーズがオフィスを構える国であればどこでも
ご利用いただけます。
また、
それ以外のエリアでもセットアップオプションのご相談に応じます。弊社が提供する様々な
組み込み系サービスに関する詳細は、 https://www.keywordsstudios.com/contact/?lang=ja よりお問い合わせくだ
さい。
キーワーズについて

キーワーズは、
ビデオゲーム業界および関連産業を対象に様々な専門サービスを提供するリーディングカ
ンパニーです。
アジア、南北アメリカ、
ヨーロッパに拠点を置き、
アートアセット制作、
エンジニアリング、音声
制作、機能デバッグ、翻訳（ローカライズ）、言語デバッグ、
プレイヤーサポートからなる7種の主要分野におけ
る深く幅広い専門性を発揮します。
全主要プラットフォーム、
および50ヶ国語以上の言語に対応し、世界各
地のクライアントをサポートいたします。
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