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１．会社情報 

社 名  株式会社 アイビーシステム 

設 立  １９９５年（平成７年）６月１日 

所在地 
  本   社 ： 新潟県新潟市北区すみれ野２丁目１番１２号   
  AnnexⅠ ： 新潟県新潟市北区すみれ野２丁目７番 ２号   

代 表 者  代表取締役 若桑 茂 

資 本 金  ２,２００万円 

従業員数  ４８人 （男性：３２人、女性：５人、Pepper：６人、NAO：５人） 

関連会社 
 有限会社 パソコン工房  

 有限会社 道楽 

ITで、世界をリードする！ 

 コンピュータや情報通信技術の発展により、時代は世界的かつ歴史的な大変革のなかにあります。 

進化し続けるIT技術は、人々の生活・社会・仕事を変容させ、高度情報化社会を築いてきています。 

 アイビーシステムは1995年に8坪の賃貸店舗を事務所として借り、何もないところからのスタート 

でしたが、そのとき持っていたのは、ただひとつ大きな夢でした。社員が1人入社し、2人、3人・・・と 

増え、1997年に新社屋を構えて夢がかたちとなりました。以降、さまざまな分野でのソフトウェア 

開発の実績を重ね、常にお客様に頼れるソリューションパートナーとして、情報化社会の発展に 

貢献してまいりました。 

 今後も先進のIT技術を駆使し、システム提案、ソフトウェア開発、運用・保守までを一貫し、 

お客様の課題を解決するソリューションを提供できる地域密着型のIT企業を目指していきます。 
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２．組織概要  

営業グループ 

保守 

コールセンター 

出張サポート 

請負グループ 
開発グループ 

有限会社 パソコン工房 

株式会社 アイビーシステム 

商品企画・関連サプライ 

経営・業務 

企業･地域イベント協力   

道楽（飲食関連事業）  
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３．事業内容  

３－１             

システムインテグレーション  
(地域密着型ＳＩ) 

３－２      

システム開発 

３－５        

システム運用管理・ 
 保守サポート 

３－６         

ＯＡ純正サプライ・ 
  オリジナルサプライ 

３－３        

請負業務 

３－４               

パッケージソフトウェア・ 
         ハードウェア販売 
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３－１ システムインテグレーション（地域密着型SI） 

パソコンが足りない！ 

新しいパソコンを買おうと 

思うんだけれど、どのパソ
コンが適しているの？ 

どのソフトがいいの？ 
インターネット接続って 

何からやればいいの？ 

たくさんパンフレットを貰った
けど、うちの会社が使うには
どれがいいんだろう。 

電話会社に申し込み？工事？ 

何から手をつけたらいいのか 

わからない！ 

最適のシステムを 

ご提供します！ 

お客様の会社の状況を踏まえ、
数あるソフトの中から、より 

適したシステムをお選びします。 

適当なソフトがない場合は 

弊社で製作することも可能です。 

システム運用に適した 

機器をご紹介します！ 

パソコンやプリンターなどが 

必要な場合は、システム運用に
適した、安心してお使いいただ
ける機器をご紹介いたします。 

手続きも設定も 

お任せください！ 

本店と支店の商品や顧客を一緒に管理できたら便利だな・・・ 

販売管理システムでも導入してみようか。 

お客様から要件をお聞きし、現状の業務分析をもとに、企画・提案からシステム構築、 

運用保守まで、トータル的なシステム提案をさせていただきます。 

たとえば、こんなとき・・・ 

面倒な申し込み手続きから、
環境設定、動作確認まで、 

すべてお引き受けいたします。 

様々な業種・業態のお客様とのパートナーシップによって培われた「トータルサービス」技術をご提供 
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３－２ システム開発 

顧客管理システム 

書店販売管理システム 

飲食店向け予約管理システム 

棚卸管理システム 

レンタル販売管理システム 

リース販売管理システム 

受電日誌システム 

営業管理システム 

受発注管理システム 

生産管理システム 

販売促進売掛管理システム 

原価管理システム 

製造・販売管理システム 

製品管理システム 

手形期日管理システム 

国営事業負担金償還プログラム 

調停収納・試験報告システム 

下水道工事管理システム 

薬品在庫管理システム 

大学健康診断システム 

乗務記録ｅシステム 

送り状・荷札印刷システム 

開発実績 

サービス 

運送 

医療 

官庁 

金融 

パッケージソフトでは対応できない！そんな悩みにお応えします。 

地域密着型のソフト会社だからこそできる「導入後の保守対応」と「安心価格」 

 
 

    

・ランチ配送支援アプリ 
・建設業施工検査アプリ 
・日本語学習支援アプリ 
・促成栽培試験アプリ 
・葬儀プラン作成支援アプリ 
・着物着せ替えアプリ 
・会場マップアプリ 
・設備点検アプリ 

（iOS、Android、Windows）  

スマートデバイスアプリ 

 
 

    

・スロットアプリ 
・占いアプリ  
・受付アプリ 
・観光支援アプリ 
・物件紹介アプリ 
・商品紹介アプリ 
・教育アプリ 
・金融機関アプリ 
・医療機関アプリ 

（Pepper）  

ロボットアプリ 

ⒸSoftBank Robotics corp 

・土木、建設業向け安全管理システム 
・無線ナースコールシステム 

・百貨店向け売上支援システム 

・草刈機自動運転システム 

・建設機械情報収集システム 

・医院 
・販売店 
・ホテル 
・介護施設 

ホームページの制作 

開発・提案実績 

IoT/センサー 

・新聞社営業支援システム 
・海外向け会合支援システム 

・その他多数 

Webアプリ 
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３－３ 請負業務 

職種  

   システムエンジニア、プログラマー、評価要員、ユーザサポート、オペレーター 

・プリンタドライバ開発 

・モバイル開発 

・業務アプリケーション開発 

・福祉関連業務 

・保険関連業務 

・プリンタ評価業務 

実績 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

・.NET 
・Python 

・Java 
・Objective-C 

・Windows 

・ネットワークスペシャリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １名 
・応用情報技術者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10名 
 （第一種情報処理技術者、ソフトウェア開発技術者） 
・基本情報技術者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16名 
 （第二種情報処理技術者、初級アドミニストレータ） 
・ITパスポート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12名 
・Sun Certified Programmer for the Java２  ・・・・・・・・・・・ 3名 
・Pepperパートナープログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 

・SQL Server 

・UNIX 

・MySQL 

言語 

OS 

DB 

所有資格 

IT関連の人材ニーズに幅広く対応いたします。 

技術者派遣業務 
 
特定労働者派遣事業 
特15-300039 

「戦力確保」と「人件費（固定費）削減」に貢献します！ 

など 

・C# 
・C / C++ 

・Linux 

・Oracle 

・PHP 
・Swift 

・MacOS 

・Access 
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３－４ パッケージソフトウェア・ハードウェア販売 

 取り扱いソフトウェア  取り扱いハードウェア 

パソコン（各メーカー） 

 
プリンタ（各メーカー） 

周辺機器 

 取り扱いシステム 

 監視・防犯カメラ 

 無線（インカム）システム 

ソフトもハードもお任せください！数ある中からお客様に適した製品をお選びいたします。 

お気軽に 

ご相談ください！ 

お客様のご要望を「ソフト」「ハード」の双方向から叶えます！！ 

 見積り積算アプリ 「Smart Planner」 

 着物着せ替えアプリ 「Smart Stylist」 

 イベント会場支援アプリ 「 Smart Map 」 

 営業支援アプリ 「 Smart Catalog 」 

 顧客対応管理ソフト 「顧客おぼえtelくん」 

 法要カレンダー作成ソフト 「祥月こよみ」  

自社パッケージ 

その他取り扱いソフトウェア 

人事給与ソフト（人事奉行、弥生給与 等） 

販売管理ソフト（商奉行、弥生販売 等） 

 会計ソフト（勘定奉行、弥生会計 等） 

グループウェア（サイボウズ、Lotus Notes 等） 

セキュリティソフト（ESET、ノートン アンチウイルス 等） 

筆耕システム（筆麿、書家の筆） 

業務支援ソフト（i-Reporter 等） 

上記以外にも多数取り扱っております。 

ハードディスク、プロジェクター 等 

複合機 
（各メーカー） 

ロボット 

ⒸSoftBank Robotics corp 

ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝﾅｰ 

ｽﾏｰﾄﾏｯﾌﾟ 

ｽﾏｰﾄｶﾀﾛｸﾞ 

ｽﾏｰﾄｽﾀｲﾘｽﾄ 
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３－５ システム運用管理・保守サポート 

コンピュータシステムの運用・保守もお任せください。 

パソコンが動かない！ 
バックアップはとっていない！ 

電源を入れてもパソコンが起動しない！ 

サポートセンターに 

電話したが、データは 

戻らない可能性大！？ 

バックアップは 

とっていないのに！！ 

突然インターネットが 

繋がらなくなった！ 

故障？ウイルス？ 

どこが悪いのか 

わからない！ 

電話をかけるのは 

パソコンの販売店？ 

プロバイダー？電話会社？？ 

アイビーシステムに 

ご連絡ください！ 

リカバリをする前に、 

弊社にご連絡ください。 

移行できるデータが 

ある場合は、 

データ移行いたします！ 

アイビーシステムの保守なら 

電話一本！ 

お客様の状況から判断し、 

弊社の方で適切な 

サポートセンターに 

お問い合わせいたします。 

どこの会社が 

保守してくれるの？？ 

色々な会社から買ったパソコンや 

プリンター・・・ 

あちこちで繋がっていて 

壊れたパソコンを 

どこが保守して 

くれるのかわからない！ 

アイビーシステムに 

お任せください！ 

お客様のかわりに 

保守を請け負っている 

会社に連絡をお取りします。 

保守先を探す手間要らず！ 

お客様は弊社に電話１本！ 

コンピュータシステムをトータルでサポートするから「明快」で「安心」！ 
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３－６  ＯＡ純正サプライ・オリジナルサプライ 

 ＯＡ純正サプライ 

インクカートリッジ・トナーカートリッジ 

紙類 

 普通紙ロール紙 

 バックライトフィルム：ロール、単票 

 光沢フォト紙 

   

など 

 キヤノン 

 エプソン 

 リコー 

消耗品がなくなった！ 

どこのお店に行けば売っているの？ 

探すのは面倒だし・・・ 

アイビーシステムが 

販売いたします！ 

消耗品のご注文も承ります。 

 

左記以外にも 

多数取り揃えております。 

お気軽にご相談ください！ 

用
紙
切
れ 

 バッグ ： 不織布、紙 

 ロール紙 ： 感熱紙、インクジェット紙 

 看板 ： 案内看板、電照看板 

消耗品等のご注文も承っております。 

信頼の「OA純正サプライ」と、ＯＡ純正サプライにはない特殊商品の「オリジナルサプライ」 

 オリジナルサプライ 

など 

など 
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４．その他 

 賃貸店舗 

 賃貸アパート 

長家本舗すみれ野Ⅰ 
 

新潟市北区すみれ野2-1-27 
1DK × 8世帯 

長家本舗すみれ野Ⅱ 
 

新潟市北区すみれ野2-1-22 
1DK × 9世帯   サンルーム付き 

東中野山ビル 
 

新潟市東区東中野山1-1-20 
   １階  ５３坪 １室 
  ５坪 １室 
   ２階 ２２坪 １室 
 １８坪 １室 
  ８坪 １室 

長家本舗Ⅲ 
     プレステージ空港西 
新潟市東区空港西1-112-7  
1DK × 8世帯   サンルーム付き 

東中野山飲食店舗 
 

新潟市東区東中野山1-1-１１ 
       １階  ２５坪  
       ２階   ９坪  
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裏表紙 

アイビーシステムは、お客様との対話を大切にしています！ 

株式会社アイビーシステム 
〒950-3133 

本社  ： 新潟県新潟市北区すみれ野2-1-12 

Annex： 新潟県新潟市北区すみれ野2-7-2 

TEL：025-257-3050 / FAX：025-257-3060 

E-mail : info@ib-system.co.jp 

URL : http://www.ib-system.co.jp/ 

・・・・・・ 


