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【システム事業部門】 

◎レガシーコンピューター（大規模）の部  

  ■税務オンライン事業所税システム （東京都主税局様）  

   概要：東京２３区内で事業を行う事業者で事務所の敷地面積が 1,000 ㎡を越える事業者及び従業員数１００人以上の事業者にかか

る事業所税の申告から更正、決定に至るまでのト－タルシステム  

   範囲:基本設計、詳細設計、プログラム開発計画、結合テスト、総合テスト, 

ユ－ザ指導   

  システム環境：『HITAC  M680  VOSⅢ，XDM CANOAID』  

 

 ■ＮＥＸＴ－Ｃ （ 日立キャピタル様）  

   概要：電気メ－カ系クレジット会社のト－タル企業構想。回線ネットワ－ク（ＩＳＤＮ）あり、ホストとＵＮＩＸのＳＩ有りの最

先端構想。業務アプロ－チを担当。経営計画、顧客（企業）管理、提携先管理、受注促進、制度開発、引合い、与信、決済、

請求、回収、末払、不良積権、積権保全、代行、固定資産、資 金、財務、会計、以上１９サブシステム 

  範囲:業務分析、及び構想  

  システム環境：『HITAC M680 3050 B32  VOSⅢ XDM イ－グル』 

  

■貸付システム （商工中金様）  

概要：金庫の貸付業務 

範囲:ＰＡＤ図によるプログラム仕様書作成 

システム環境：『HITAC M680 VOSⅢ XDM イ－グル』  

 

  ■運送業ＳＩＳシステム (丸一グル－プ様)  

  概要及び範囲；運送業と物流センタ－との連動及び、丸一グル－

プ間の異業種統合ＳＩＳ構想  

   システム環境：『FACOM M780 TOSBAC  F4』 

  

  ■販売管理システム (日経金様)  

概要；販売管理システムの熱交製品部の受注、出荷を通信制御により行うシステム 

範囲：プログラム開発  

システム環境；『FACOM M780 F4』  

 

  ■人事管理システム（ 帝国ホテル様）  

   概要：帝国ホテル内の従業員の人事情報管理システム 

範囲：プログラム開発     システム環境：『FACOM 380 X8』  



 ■ドラゴンシステム (電気化学工業様)  

概要：ＥＢＳグル－プ（営業・物流システムグル－プ）の販売管理サブシステムの基本設計と、出荷サブシステム 

範囲；オンライン常駐プログラム詳細設計、プログラム開発  

   システム環境：『FACOM M780  F4 ＳＵＰＲＡ ＭＡＮＴＩＳ』  

 

■ＦＲＥＮＳシステム（JＲ貨物様）  

 概要：運休確定等、輸送・貨車管理業務 

範囲：詳細設計、開発作業 

システム環境；『FACOM M780 F4 DB2 AIM』   

              

■支払システム (トステム様)  

概要：経理事業中支払システム 

範囲；システムメンテナンス 

システム環境；『IBM 3090 MVS IMS COBOL CICS』  ※ 

  

■ＦＩＬＥ－ＴＭＰ４（富士通様）  

概要：汎用大型ハ－ド診断システム 

範囲：詳細設計、開発作業 

システム環境；『FACOM  YAC』 

  

■グロ－バルシステム(三井住友銀行様)   

概要；海外為替システム  

システム環境：『IBM9121 PL/1』  

 

■源泉税システム（大蔵省国税庁法人２部様）  

   概要；源泉税システム 

  システム環境：『IBM9121,COBOL』     

 

■靴流通業統合システム（NUSTEP 様） 

 概要；靴流通業受発注管理 

範囲；保守メンテナンス    システム概要；『HITAC 汎用,COBOL』  



 ■ 保険システム  

   港区役所  

   『IBM9121,COBOL』  

 

 ■システム  保守  

日記情報システム  

『HITAC 汎用 COBOL』  

 

■イトーヨーカ堂 保守  

日本総研  

『HITAC 汎用 COBOL』                    

 

■ＤＢ設計                     

『郵政省   

HITAC 汎用』    

                                       

■簡易保険システム   

  郵政省  

『HITAC 汎用』                                          

 

■データ管理システム  

航空宇宙局  

『IBM 汎用』                                          

 

 

■ＴＡＰＥ診断プログラム  

富士通   

『富士通 汎用 SL100』                                                

 

■海外物流システム保守         

住友ゴム   

  『ACOS Oracle10G』                                                                                         

 

■米穀大豆システム                     

全農  

『IBM 汎用』  HLL/WB（case ツール）  



  ◎中規模の部   

■販売講買システム  

  ソフトウィング  

  ソフトウエア流通業社の販売システムのうち買掛サブシステムと支払サブシステムの２サブシステムを担当  

   『IBM AS/400 OS/400 PRGⅢ』  

 

 ■ＳＴＯＲＫシステム  

    セロ－ノ・ジャパン  

  外資系製薬会社のト－タルシステムのうち納入院数、受注、出荷、販売会計処理を担当  

  『IBM AS/400 OS/400RPGⅢ』  

   ■ＷＩＮＤシステム  

      大日本印刷  

 工場内の生産ラインシステムの開発  

    『IBM RS6000 PC－98 UNIX C』  

 

  ■ビル管理システム  

      山武ハネウエル  

  ビル内の防災システムの開発。ＵＴＳお知らせモニ            

タ－画面の設計及び開発  

    『IBM RS6000 UNIX C MOTIF』  

  

 

 

 

■ＬＣＨＢシステム  

    全国木材組合連合会  

  農林省の低コスト住宅資材供給体制整備事業の一環で都道府県のマスタ－プランに基づき、大学の教授等と打合わせて製材業者、プレ

カット業者より製材情 報や部材の情報を、建築業者・大工・工務店・設計事務所等に供給する。逆に、製材業者等に工務店やユ－ザ－

の情報・住宅資材事業関連情報・会報紙情報 ・設計図面情報・工 務店情報・ユ－ザ情報を相瓦に需要供給するシステム。ＷＷＷブラウ

ザ－を構築し、木材等の情報をイメ－ジ情報も含めてＦＡＸＢＯ Ｘ等でもアクセスでき、電子メ－ル機能・掲示板は勿論の盛りだくさ

んのシステム。ＳＵＮのＳＰＡＲＣＳＴＡＴＩＯＮをサ－バー－にし、ＷＩＮＤＯＷＳＮ Ｔをのせたパソコン４台で、５台編成のデー

ターサーバー型のＬＡＮを構築の構想  

  『SUN SPARC IBM750LAN WWW UNIX C WINDOWSNT ﾓﾃﾞﾑ』  

 

 



■返品システム  

 コミック本の返品業務のシステム化で１日５００万件の処理で夜間バッチはＣ、画面照会系はＶＢで開発  

  トーハン    

『SUN SPARC UNIX Oracle PRO C, c++  VB』  

■UFJ 銀行様向け ステートメント管理システム保守  

 UFJ 銀行銀のダイレクトメール発行システムの保守等  

 『HITACHI EP8000 AIX HIRDB COBOL JAVA 』  

 

■GCAP システム  

 海外販売管理システム  

 トヨタ自動車  

 『SUN SPARC UNIX PROC』  

 

■証券パッケージ 

  タイコム証券システム  

『SUN SPARC UNIX JAVA』  



◎パーソナルコンピュータ(小型)の部  

 ■ＣＡＰシステム  

  住友海上火災  

   傷害保険代理店総合システム（保険証書の発行、情報管理の機能追加等）  

  『NEC PC-98 MS-DOS MRDB』  

   

■ＳＳトータルサービス  

   住友海上火災  

  車検証登録と運転診断デ－タより保険客のタ－ゲットを絞り営業活動を展開するための基礎及び検討資料の作成。住友系ガソリンスタ

ンドのサ－ビスと保険 業務のＳＩで、構想から開発まで一貫して当社が行う  

  『NEC PC-98 MS-DOS MRDB』  

 

 ■ＰＣ／ＡＴ互換診断システム   

   富士通  

 ＩＢＭ－ＰＣ，ＣＯＭＰＡＱ，ＰｒｏＩｉｎ

ｅａ４／２５ｓ，ＥＭＲ－ｓｅｒｖｅｒ，等

ＰＣ／ＡＴ互換機のハ－ド診断、評価を行う

システムを実証  

  『上記機種、MS-DOS C』  

 

 ■ＴＩＦＦコンバ－トＦＡＸデ－

タシステム  

   ＮＴＴ  

  画像デ－タで公開されているＴＩＦＦファイ

ルをダンプより解析し、ＦＡＸ画像デ－タに

変換するスキャナドライバ－ソフトの開発又

音声応答システム  

   『IBM PS/V MS-DOS WINDOWS C』  

 

 ■拡大、縮小、文字表示システム  

   画面上で文字の拡大、縮小を行うモジュ－

ル   

   『NEC PC-98 PS/V MS-DOS WINDOWS 

C』 

  



■行政書士トータルシステム  

東京都行政書士会   

 

■公益法人会員トータルシステム  

日本林業技術協会   

 

■林業技士情報システム  

日本林業技士会   

 

■合板統計情報システム  

日本合板連合会   

 

 ■サウンディングシステム  

林業土木コンサルタンツ付属研究所  

土木工学会   

 

■公益法人会員トータルシステム  

日本林業経営者協会   

 

 ■ＨＯＰＳト－タルシステム  

  世界６０カ国に渡る書籍を国内の大学及び研究機関に輸入販売する為の販売、経理、営業戦略やインタ－ネットアクセスを含む、社内

ＬＡＮシステムの構想、   

システム設計、開発、デ－タ移行。（経理の一部システム、デ－タは、ＮＥＣ３１００シリ－ズからのダウンサイジング処理。）（顧客、

書籍の各デ－タは、    書院ワープロデータからのマシンによるデーターコンバート）イントラネット構想を含む  

  『FM-V LAN WINDOWS 95 Visual dBASE』  

 

■ＬＰＧ調査システム  

  ＬＰＧの検針情報を管理するシステムパッケージの作成   『dos/v NTServer3.5 VB4.0』  

 

■材料試験システム保守  

NK エクサ  

『dos/v NTServer Power bilder』  

 

■図書館資料収集システム  

  音声入力、スキャナ入力、タッチパネルの地域情報を収集するシステムの作成   

 秋田図書館   『dos/v  WINDOWS 95 VB5.0』  



■バーチャル原子力研究所  

  バーチャルで原子力工場内を紹介するシステムの調査  『dos/v  WINDOWS 95 VRML』  

 

■ナースネットシステム  

  看護婦の勤務管理スケジュールや資材を管理するシステムの開発 『dos/v NTServer  Orcle  VB5.0』  

 

■海外拠点通信管理システムの開発      

日興證券  

  『windows   Oracle  C++』  

 

■遠隔地給与管理システムの開発       

ＮＴＴデータ  

  『Ｗindows   JAVA APPLET』  

 

■ＴＶ会議システムの開発   

ソニー  

  『LINUX C』  

 

■セットアップトップボックスの開

発  

パイオニア    

 『μITRON  C』  

 

■携帯端末のアドレス帳の開発   

ＮＥＣ  

 『μITRON  C』  

 

■埼玉県庁仕事発見システム  

  雇用対策課による依頼で、求人・求職をＷＥＢ上で支援するトータルシステム  

   『windows  NT/SERVER  SQL/SERVER7.0 ASP4.0 VB6.0』  

 

■番組編成システム  

メディアッティ   

  『Ｗindows   Orcle  PHP』  

 

 



■リース管理システム     

日本総合研究所    

 『Ｗwindows   Java Servlet Oracle Weblogic』  

■基地局管理セキュリティシステム  

ＮＴＴデータ   

  『Ｗindows   ASP Orcle』  

■債券管理システム   

  三井住友銀行の海外支店向けパッケージシステム  

   『windows   VBA Excel』  

■放送事業システム   

  在庫管理システム  

 東芝  

   『windows   VB Oracle PL/SQL』  

■トルカプロジェクト   

  携帯電話統合システム  

シャープ  

『μItron C』  

■パワー経理システム  

東京電力   

  『Ｗindows   VB5.0 Orcle』  

 

■ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｼｽﾃﾑ  

UFJ つばさ証券  

『 windows   ASP.NET ＆  VB.NET Orcle  

SqlServer Sybase』  

 

■薬品統合システム     

 『Ｗindows   HTML ASP VB Orcle』  

 

■証券統合システム    

水戸証券統合    

 『windows   HTML JavaScript』  

 

■デザインポストカードシステム    

デジプリ    

 『Ｗindows  HTML JavaScript Perl』  



【テクノロジー事業部門】 

■特定派遣事業 

 厚生労働省 特定労働者派遣登録 登録番号：１３－３１６１０６ 

   

■外資系証券コールセンター  

  ＳＥ支援業務  

■外資系化粧品メーカーコールセンター  

オペレーションサポート 

 

 

 

 

 【P&P 事業部門】 

■各種アプリケーションパッケージとプロダクトを適用したシステム展開 

  

 ■Facebook 企画運用  

  某社団法人   Facebook 導入支援、開発運用、評価 



 【通信事業部門】   

■輸出入出版会社向けネットワーク設計、構築  

 

 ■ebisulife.astarnet.jp  

  生活サイト、エビス生活  

 

■small.astarnet.jp  

  ショッピングモール スモール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【コンテンツ制作事業】  

 
 ■アプリケーションソフト用拡販ビデオ等  

  ソフトメーカー企画、制作  

■アプリケーションソフト用アニュアル解説用ビデオ  

  アソフトメーカー企画、制作  

 ■行政業務講習ビデオシリーズ 等  

  行政書士向けの教育ビデオ  

  企画、制作、製作、プロモ－ション、カタログ製作、発送、在庫全般  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【コンサルティング部門】  

 

 ■業務コンサルティング  

  行政業務振興教育協会（行政書士）の教育財団設立プロモーション  

 

■自動車部品メーカー 等  

ＥＲＰパッケージ導入コンサルティング  

 

■損害保険会社 情報システム部品質管理部 等  

  品質管理コンサルティング  

 

■インターネット証券 等  

 開発プロセス改善（システム最適化）コンサルティング  

 

 

■公式文書英和翻訳  

官庁 等 

  

■国外セキュリティソフト拡販 等  

国外セキュリティメーカー 

 

■証券会社  等 セキュリティコンサルティング  

 

■生命保険会社  等  内部統制コンサルティング  

 【国際事業部門】 

 



 

【システム監査事業部門】   

 【内部統制部】  
  ■一部上場家電企業 内部統制コンサルティング   

   Ｊ－ＳＯＸ対応、内部統制部門立ち上げ計画及び実施、キックオフ計画、講習会企画、実施、プロセス展開及び評価範囲決定、実施レビュー、   

 社内規程、規約制定及び実施、文書化支援、ウオークスルー、レビュー、評価、エグゼクティブコンサル、監査法人対応 

  ■二部上場通信大手企業の持分法適用子会社 内部統制コンサルティング   

    Ｊ－ＳＯＸ対応、内部統制部門立ち上げ計画及び実施、キックオフ計画、講習会企画、実施、プロセス展開及び評価範囲決定、実施レビュー   

   社内規程、規約制定及び実施、文書化支援、ウオークスルー、レビュー、評価、エグゼクティブコンサル ＩＴ統制、監査法人対応 

 

 
■一部上場製大手造部品メーカー子会社 内部統制コンサルティング   

     ＳＯＸ対応、グループ連結、海外子会全社統制対応コンサルティング、ＬＣＬ。ＧＣ。ＡＣ。ＩＴＣＬＣ、ＩＴＧＣ、ＩＴＡＣ、ウオークスルー   

   監査法人対応 

 

 【セキュリティ監査部】   経済産業省 情報セキュリティ監査台帳登録企業 

■某社団法品  

セキュリティポリシー策定支援及びセキュリティ委員会組織化 内部セキュリティ監査実施（キュリティポリシーの有効性監査）   

■通信製造会社  

内部統制監査（ＩＴＧＣのセキュリティ監査）  

【システム監査部】    経済産業省 システム監査台帳登録企業 

■電気機器製造企業 

ＩＴ戦略の有効性監査；システム全体最適化の評価   

■通信製造会社  

内部統制監査（ＩＴＣＬＣ、ＩＴＧＣ、ＩＴＡＣ監査） 

■コンピューターソフトパッケージメーカー  

ドキュメントの監査  

【業務委託部】  

■大手ポイントシステム会社 

顧客アンケートデータの分析及市場規模及びマーケットの抽出及びブラフ科  

  ■大手映像メーカー 

内部統制文書化支援 

 ■大手生命保険会社 

内部統制文書化レビュー 

 

 

 通信事業において総務省通信事業者(A-21-10461)届出企業 

 

 システム監査学会 内部統制研究プロジェクトに参加 


