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挨拶 現代社会は情報化社会 と言われています。人々の間で様 々な情報が

送受信 されることで、私たちの社会はより円滑で効率の良い社会 を現

実化 しています。人間社会 にも自然界 にも情報があふれています。そ

れ らがすべて情報 ビジネスに育つ可能性 を秘めています。

生物学や化学の分野でもIT技 術 との融合が進み、遺伝子工学の分野

を中心 に新 たな展開が見 られ ます。また、水質、土壌、熱、太陽光、風

力など環境工学の分野でも情報技術の活躍が期待 されています。そし

て、自動車産業、航空宇宙産業ではその設計か ら製造、そ して実験 の

困難 な分野 におけるシ ミュレーシ ョン技術 においてもIT技 術 は不可

欠 なものになっています。さらに、私 たちの社会生活 をより快適 にす

るための行政、金融、通信事業、教育産業 などの分野 とIT技 術の融合

はこれ まで以上 にダイナ ミックな展開が予想 され ます。昨今ではAI

(人 工知能)と あらゆる機器がインターネ ットで繋がる IoT(モ ノのインターネ

くビッグデータ等により、日本のIT業 界は変貌を遂げようとしています。

サーバー環境構築/運用

ネ ッ トワーク運用・保守

ITサポー ト/ヘルプデスク

事業分野

IT業界の躍進はこれからが本番なのです。当社は長年培った金融システムや公共システム、オープン系システム

のノウハウを基盤にしながらも、科学技術分野、環境分野、医療分野へと新たな歩みをはじめています。

ITに関わるすべての技術をお届けします

お客様の ご要望 をお受 け し、豊富 な実績 と先進技術 を基 に、企画・提案 か ら導入 まで、信頼性 とコス トパフォ

マンスの高いシステムを提供 します。システム開発から環境面の整備、運用、保守、ヘルプデスクまで、ITに 関わ

すべての技術サービスをお届 けする、それがわれわれシステムナービスの仕事です。

開発実績の一部

>製造・流通系システム開発

>生命保険業務システム開発

>銀行業務システム開発

>証券業務システム開発

>WEBアプリケーション開発

>セキュリティシステム開発

株式会社システムサービス

代表取締役社長 須藤 知之

ット)、 リアルタイムに蓄積 されてい

>自動車メーカーを中心とした

カーナビゲーションシステム

AI(人工矢日能 )

>商品企画
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拠点一覧

名古屋支店

(2000年～)

中 母 IR芦 二十

有限会社醍醐味

ワインレス トラン G DROP
株式会社事務請

(2005年 ～)

大阪支店
(2002年～)

【東京本社】

〒 103-0021
東京都 中央区 日本橋本石町4515
吉川 ビル3F
TEL(03)3278-0025
FAX(03)3278-0077

東京本社
(1983年 ～ )

名古目支店

oで んきの科学館

0名 古屋市科学館

白川公園

【名古屋支店】

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2926
ポー ラ名古屋 ビル4F
TEL(052)219-2707
FAX(052)219-2708

【大阪支店】

〒532-0011
大阪市淀川 区西中島5310
タナカイ トー ピア新大阪 2F
TEL(06)6838-0125
FAX(06)6838-0300

ギ ゴ

当社の本拠地は、東京・日本橋。日本銀行本店 をはじめ、大手銀行や証券会社が集 まり、多 くの老舗

が軒 を連ねるこの街は、伝統を守 りながらも常に革新を続ける気風に満ちています。

この地で株式会社システムサービスが産声を上 げたのは1983年。4名 の従業員 と共にスター トした

当社は、独 自のシステム開発 と営業戦略で着実 に成長 を遂 げ、2000年 には名古屋へ、その2年 後 には

大阪へ と拠点を拡大 しました。

また2005年 には本社のある日本橋でワインレス トランを出店 し、多 くのお客様に愛されています。

これからもアジアヘ、そして世界へ と視野を広げ、経常の多角化を推進 していきます。

日本銀行
   東京本社

八十二銀行●   ●ファミリーマート  ●     神田駅南口

。       O新
日本橋駅出回      タツクルベ リー

三逆前駅出口
  室町3丁 目

新大阪駅  徒歩 7分

レム新大阪

ォ_サヵ宗字所   r   と存受
甘  l ュ鞍奈鶏

新大阪ワシントン●
ホテルプラザ

∞  大ほ支店

西中島3
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株式会社システムサービス

1983年 8月 19日

8,000万 円

代表取締役   小野田 明範

代表取締役社長 須藤 知之

社団法人情報サー ビス産業協会 (」 ISA)

東京都情報サー ビス産業健康保険組合 (T」 K)

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

株式会社アイネス

株式会社インテック

エヌ・イー ケムキャット株式会社

NECツ リューションイノベータ株式会社
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社

住友金属鉱山株式会社

セコム トラス トシステムズ株式会社

株式会社だいこう証券 ビジネス

株式会社DSB情報システム

株式会社DTS
東芝 lTサ ービス株式会社

株式会社東証システムサービス

株式会社 トヨタシステムズ

日通情報システム株式会社

日本通運株式会社

日本証券テクノロジー株式会社

日本電気株式会社

富士通株式会社

メットライフ生命保険株式会社

(50音順・敬称略)

>WWW.it口 Systemserviceeco.jp
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