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IT 企業 18 社合同
業界・企業研究セミナー

12 01
月

13:30

日

https://nsicko.my.webex.com/nsicko.
my/j.php?MTID=m70051bf628f442e787
d6359f5914f694

（水）

▶ 17:00

ミーティング接続

参加時カメラ ON

接続

⇒

開始 13:00

新潟市の有名 IT ソフトウェア企業が、新潟市とタッグを組み、ＩＴ業界
を目指す学生に向けた「IT 業界・企業研究セミナー」を開催します。
IT 業界とはどの様なところなのか？そこで働く人は、何を考え、どう働
いているのか？その疑問、直接ぶつけてください！若手現場社員との本
音フリートーク座談会です！！普通の「合説」では、ありません！就活
開始に向けて色々準備している皆さん、なかなか聞きづらい事も、今な
らＯＫ！質問に制限はありませんよ！参加お待ちしています。
主催 : 新潟市ソフトウェア産業協議会 / 後援 : 新潟市
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グローバルネットコアは新潟県新潟市に本社拠点を置き、インターネットに関わる幅広いサービスを展開
している企業です。
ウェブサイトの制作、ウェブシステムの開発、サーバなど IT インフラ基盤の提供、ネットワーク構築、
セキュリティ対策サービスなど、企業がインターネットを活用するために必要なすべての分野について
トータルに提案することができる、守備範囲の広さと技術力の高さが当社の特徴です。
インターネットの可能性を信じ、インターネットを最大限に活用したサービスを提供することで、新潟か
ら新たな未来を作っていく。そんなチャレンジを一緒にしてくれる仲間を求めています。
【看護勤務管理システム全国シェア１位】
病院向けのソフトウェア開発・販売・保守を一貫して自社で 1,000 を超える病院に提供しております。
□自社製アプリケーションソフトとエンドユーザーを持っています。
（収益性が高い）
□「利益づくり」ではなく「顧客づくり」を経営の中心に据えています。
（ノルマがない）
□日本全国の中大規模病院に最適なソリューションを提供しています。
（特定地域の景気に左右されない）

当社は、駅・空港などにおける旅客案内用サイン、鉄道分岐器用電気融雪器および配電盤等の電力機器の
製造販売ならびに駅における広告の代理店をしている会社です。
このうち、旅客案内用サインや鉄道分岐器用電気融雪器については業界のトップメーカーです。
システムコンサルティング、システムインテグレーション、Web サイトの制作、e- ラーニングの制作、
株式会社
教育研修の企画を行っています。
お客様に対して調査分析、システム改善提案を実施し、それに基づいたシステムの開発、アフターサポー
シアンス
トまでの一連のサービスを提供しています。
《知的価値の提供》《社会基盤づくり》
《魅力個性の向上》を理念に掲げ、独立系の会社として自社の技術
やノウハウ・自社ブランド製品で事業を展開し、全国多岐にわたるお客様や最先端企業様とビジネスを行っ
ています。本社を新潟県に置きながら、電子マネーミドルウェア技術では【国内 No.1 シェア】という特
株式会社
化分野を持ち、日本有数のグローバルイノベーションカンパニーと共同研究や共同サービスを積極的に推
ソリマチ技研
進しています。近年では新規事業としてデータサイエンス事業、ソリューションコンサル事業に取り組ん
でいます。機械学習の分野における大学との共同研究や、データサイエンティスト育成研修等の取り組み
にも力を入れています。
キヤノングループの一員として、キヤノンのコア技術と言える「イメージングテクノロジー（映像技術）
」
を礎に、数多くのキヤノン製品のソフトウェア開発に携わっています。
【基本方針】独創的な技術で新たな価値を協創し、ソフトウェアを介して人々の生活の豊かさに貢献する。
キヤノンイメージングシステムズ 【主な事業】プリンター、複写機、カメラ関連ほか様々なキヤノン製品の受託開発です。
【事業の特長】組み込みソフトウェア（ファームウェア）、制御ソフトウエア、アプリケーション、ハード
設計といった様々な分野の開発と、設計から品質保証までの一貫した開発体制を特長としています。
【技術分野】組み込みを中心にクラウド・モバイル・ハードまで幅広い技術ドメインに対応しています。
当社は東証マザーズ上場の ITbook ホールディングスのグループ企業です。
流通、サービス、製造・装置、文教、公共などの業種において販売、会計、生産、人事・給与、教務など
の業務を得意としております。
ソリューション提案・開発・運用からシステム導入に必要な物理サーバ / クラウドサーバの構築、ネットワー
東京アプリケーションシステム
ク環境構築、セキュリティ製品導入からクラウドサービス提供含めて全てが運用支援まで幅広く対応可能
株式会社
です。
社員に優しい多様性を尊重した職場環境が自慢です。
2020 年に本社を新潟日報メディアシップに移転し、2021 年はサテライトオフィスを開設しました。こ
れからもますます成長していきます。
『ＩＣＴ技術で、セカイを変えていく』
・・フジミック新潟はチャレンジし続ける会社です。
新潟県内唯一のフジサンケイグループの一員として１９８６年に設立したトータルソリューションカンパ
ニーです。社会の変化の一歩先をいくＩＣＴ技術を提供するために、お客様に寄り添い、課題を共に考え、
株式会社
解決策を提供していきます。ソフトウェアからハードウェア企画設計、システム構築・運用サポートまで
をワンストップで実現できることが当社の特徴です。
フジミック新潟
《事業内容》
●システム開発（デジタルサイネージ、スマホアプリ、組版など）
●ＩｏＴ開発事業
●ネットワーク事業
●パッケージソフト事業
●教育事業
弊社は、小売業・サービス業向けシステムをクラウドサービスで提供している会社です。
費用対効果や競合の状況、顧客の反応など、クライアントのビジネスに関する様々な事象を数値化し、仮
説を検証して、顕在化してない課題を発掘。オーエムネットワークは、情報システムのスペシャリストと
オーエムネットワーク
して統計分析手法などを駆使した、問題解決型システムをご提供します。企画段階から販売まで一貫して
株式会社
自社で行うことをモットーにし、何に対しても果敢にチャレンジする創造性豊かな技術者集団です。
「新潟から全国へ」という合言葉のもと、システム開発とシステム提供を通して地域経済ならびに日本経
済の発展に寄与して参りたいと考えています。
日本の先端技術の中で産業を牽引する車載系アプリケーションの設計と開発を中心に組込み系ソフトの設
計開発を得意としています。 教育、研修、スキルアップ等で一人一人が成長できる環境作りに取り組み、
人材を人財にかえ活力ある技術者へ育んでいます。
株式会社
未来の一歩先を敏感に捉え多様化するシステム向上に専心し「未来のモノづくり」を続けています。
イーエムエス新潟
地域の発展と社会貢献、新潟からオンリーワンの技術集団を目指しています。
■組込み系ソフト（エンベデットソリューション）の設計開発
■車載系デジタル回路
■制御系機器
■電子電気機器
■ IT 機器
■車載系機器の品質、信頼性保証業務

株式会社新陽社
新潟ＬＡＢＯ
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CEC 新潟情報サービスは情報システムの構築や保守・管理、プログラム開発などのシステムインテグレー
ションサービスを提供する ICT 企業です。デジタル技術の進化が目覚ましい現代、わたしたちの仕事や働
き方は大きく変化しています。その中で CEC はビジネスのあり方をお客様と共に考え、
「ICT で新たな価
値を創造する企業」として地域社会の発展に貢献することを目指しています。
＜事業内容＞
■システムインテグレーションサービス
■データセンターサービス
■ソフトウェア受託開発
■システムサポート
■コンサルティング ほか
東京コンピュータサービス株式会社は、従業員規模一万人におよぶ総合エンジニアリンググループの
中核企業として 45 年連続黒字を誇る独立系 SIer です。
＜事業内容＞
システムインテグレーションサービス、システムコンサルティング、各種ソフトウェア開発
＜企業の特徴＞
幅広い事業分野…製造業、公共、流通、医療、金融、情報・通信と多岐に渡ります。
地域密着の事業展開…全国に 40 ヶ所以上の拠点があり、地域の特性を活かしたサービスを展開。
システム開発の委託請負、人材支援
ＥＲＰ総合管理パッケージの開発、販売
ＡＩ搭載スマホ向け行動記録アプリの開発、販売
介護施設向け介護保険業務支援パッケージの開発、販売
製造業向け生産管理パッケージ開発、販売
ホームページ作成
ＡＩ、ＩｏＴ最先端テクノロジーの研究開発
当社はお客様情報システムのライフサイクル全局面と IT レイヤー全体を事業対象とし、これまでのシス
テム開発で培った業務知識やシステム企画～運用までの高度なノウハウを基に、価値の高いサービスを
シームレスに提供しています。
さらに中国のグループ企業及び大学と提携した産学連携オフショア開発を活かしローコストで高品質な受
託開発を提供しています。
情報漏洩監視ソフト「MylogStar（マイログスター）
」の開発を行っています。
製品情報は次のリンク先にてご確認ください。https://www.mylogstar.net/
【事業内容】
■パッケージソフトウェア製品開発
■ソフトウェア開発
■ソフトウェア品質評価
■環境構築支援
■製品サポート
■海外ソフトウェア製品のローカライズ
■開発、テスト要員の提供
■パッケージソフトウェア製品販売
エヌ・シー・エスは、情報システム開発をはじめとする IT ソリューションを提供することで、お客様の
抱える経営課題を解決するお手伝いをしています。５０年以上の歴史を持ち、Sier として公共・医療・金
融・学校・建設など多様な業種・業態のお客様のニーズに沿ったシステムをご提供しています。
IT 関連業務を通じてお客様はもとより、地域社会の課題を解決し、さらなる飛躍に貢献できるよう努めて
まいります。
文系理系問わず、積極的に学ぶことができ、IT・システム開発に興味がある方は是非お越しください。お
待ちしております！
( 株 ) ビット・エイは、コメリグループの情報戦略を担う流通ソフトを中心とした情報システムの開発・
運用を通じ、経験と実績を蓄積し発展を遂げてきました。
そして今、ソリューション企業としての私たちに課せられた使命は、お客様の視点に立ち、真の問題点を
追求していくこと。お客様が本当に求めるシステムを構築していくこと。情報システムを通じ、お客様の
ビジネスに役立てるベストパートナーとなることだと考えています。
お客様の声に耳を傾けること、お客様のビジネスを知ること、ビット ･ エイの仕事はそこから始まります。
弊社は１９９５年６月に 「日本一のシステム創りに挑戦！」 を夢みて起業しました。
創業以来、情報技術の急速な発展とともに地域密着型の独立系システムハウスとして新潟の企業の皆様方
と共に成長してまいりました。
20 年の歴史を踏まえ今後も IT 技術を駆使してシステム提案・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してソリューションを提供できる IT 企業を目指します。
我々は柔軟な思考で、最新技術の習得や新しいビジネスモデルの確立に挑戦し続けます。
次なるステップは、「IT で世界をリードする！」 ために・・・。

▼連絡先

新潟市ソフトウェア産業協議会事務局

（〒 951-8554 新潟市中央区古町通 7-1010
古町ルフル 5 階 新潟市役所商業振興課内
新潟市ソフトウェア産業協議会 事務局

E メール： info@nsic.jp
新潟市ソフトウェア産業協議会
連絡先メールアドレス

▼その他
・不明な点は連絡先までお問い合わせください。

