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＜IT関連企業一覧（順不同）＞

　No.  1　株式会社ビジネスサービス

　No.  2　株式会社エービッツ

　No.  3　株式会社フォルテ

　No.  4　広和計装株式会社

　No.  5　株式会社アイティークレスト

　No.  6　株式会社ジーアイテック

　No.  7　株式会社ソリッドシステムソリューションズ

　No.  8　株式会社サン・コンピュータ

　No.  9　株式会社吉田システム

　No.10　株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック



名

■導入実績　　業務用冷凍機モニタリングシステム
　　冷凍機の稼働状況をモニタリングし異常を検知。装置の安定稼働をサポートします。
　
　＜システムの特徴＞
　　①稼働中冷凍機に接続したIoTデバイスからステータス情報をリアルタイム収集
　　　　・温度・圧力・スイッチ類等を、数分単位でクラウドサーバーに蓄積
　　②管理者によるモニタリング
　　　　・任意のタイミングで、詳細数値、グラフ化されたステータスを確認
　　③障害検知・通知
　　　　・閾値を超えた装置を検知しメール通知、早期対処可能

内容

代表者株式会社ビジネスサービス

HPアドレス https://www.kbs-web.com/

業務内容

青森県を地場に開発から販売・修理・サポートを行っております。
業務環境の効率化を行うための、IOTを活用したモニタリングシステムや、見積作成システム、配送支援シ
ステムなどがございます。
ご興味のある方は是非、ご質問をいただければと思います。

＜商品・サービス・ソリューションについて＞

山下　雄二

従業員数 320青森県青森市新町2丁目6-29

企業名

住所

企業No.
株式会社ビジネスサービス

1-①

＜企業概要＞



名

企業No.
株式会社ビジネスサービス

1-②

＜企業概要＞

企業名 株式会社ビジネスサービス 代表者 山下　雄二

住所 青森県青森市新町2丁目6-29 従業員数 320

HPアドレス https://www.kbs-web.com/

業務内容

青森県を地場に開発から販売・修理・サポートを行っております。
業務環境の効率化を行うための、IOTを活用したモニタリングシステムや、見積作成システム、配送支援シ
ステムなどがございます。
ご興味のある方は是非、ご質問をいただければと思います。

＜商品・サービス・ソリューションについて＞

内容

■導入実績（１）　(工事現場向け)見積作成システム
　　＜システムの特徴＞
　　　①設備、明細、内訳　の３階層見積の作成
　　　　　・鏡(一式)見積書、内訳書の印刷、単価見積印刷、定価見積印刷
　　　　　・1見積、3,000明細まで入力可
　　　②単価按分機能　（見積全体、１つのセクションのみ、選択範囲）
　　　　　・定価の○％で見積単価、原価単価を計算。
　　　　　・原価が○％になるように見積単価を計算。
　　　③見積作成支援機能
　　　　　・コピペ機能
　　　　　　...　過去の見積は、別画面でいくつでも表示しておける。
　　　　　　...　過去に作成した見積の一部、または全部をコピペ。
　　　　　　...　仕入先の見積やメーカー提供情報の必要個所をコピペ。
　　　　　　...　最後に、見積提出先の情報で見積単価を一括更新。
　　　　　・○○コードといった"システムに必要な項目"は後で入力できる。
　　　　　・作成した見積は、販売管理システムへ連動可能。

■導入実績（２）　食品製造指示・配送支援システム
　　計画生産を行うための受注予定在庫情報の収集と製造指示。および製品のピッキングを行います。

　＜システムの特徴＞
　　①計画生産用の情報収集
　　　　・定番アイテムの製造数は、「週・得意先」単位でテンプレート化
　　　　・営業マンPCからの特売情報収集
　　②現在個情報の把握（賞味期限、包装単位毎）
　　　　・棚卸(日次)　　　　　　　　　　・在庫移動(随時)
　　　　・自家消費(随時)　　　　　　　・廃棄(随時)
　　③製造指示
　　　　・①②の状況を参照し、自社製品の製造指示、他社商品の発注手配
　　④ピッキング
　　　　・製品の製造結果受信に連動して、得意先の出荷条件に合致する製品をピッキング＆リスト化



名

弊社では、お客様のニーズに合ったソフトウェアシステムを、高度な技術を活かし、企画・開発から導入・
保守管理に至るまで一貫してサポート致しております。
また、お客様の業務内容を分析の上、これまでに蓄積した様々なノウハウを生かしながら、最適なオーダ
ーメイドシステムを構築し、業務の効率化を支援しております。

≪主な開発導入実績≫

■【水産物加工業】製造販売管理システム
・販売管理（売掛／買掛）、製造管理（原料／経費）、在庫管理（ロット管理含む）の機能を一元化し、リア
  ルタイムに在庫情報を把握。
・２種類（日別移動平均／個別原価）の在庫評価に対応した原価管理を実現。
・計４社への導入実績があり、各社特有の業務運用については個別カスタマイズにて対応。
※この他に、水産物卸売業向け基幹システムの開発実績あり。

■【光学精密機器加工業】業務総合支援および工程管理システム
・見積作成、作業見込、受注管理、販売管理の機能を統合。業務総合支援システムとして、シームレスな
　操作により業務効率を改善。
・また、各工程での作業状況把握のため、工程管理システムも開発。タブレット型端末や大型モニタの活用
　により製品数量の集計や確認の効率化を図り、作業の全体最適化を実現。

■【縫製業】工程進捗管理システム
・１人に１台タブレット型端末を配布し、工程伝票等のペーパーレス化を実現。
・タブレット型端末に入力した進捗情報を元に、管理者がリアルタイムに作業状況を把握。
・将来的には、これらにより得られた実績データを元に、各工程への最適な人員配置に役立てる計画。

内容

代表者株式会社エービッツ

HPアドレス http://www.a-bits.co.jp/

業務内容

昭和４３年４月、株式会社青森コンピュータセンターとして創業以来、地域におけるＩＣＴ環境の構築というお
客様のニーズに応える事を使命とし、各種システムやサービスをご提供いたしております。
・ソフトウェア開発
・コンピュータ導入などのコンサルテーション
・受託計算、データエントリー受託、技術者派遣
・業務用及びコンシューマー向け各種パッケージソフト販売
・パソコン・各種ＯＡ機器・サプライ品、用紙の販売
・データセンターサービス

企業名

住所

企業No.
株式会社エービッツ

2

＜企業概要＞

＜商品・サービス・ソリューションについて＞

奈良　秀則

従業員数 109〒030-0801　青森市新町二丁目6番25号　新町キューブ



名

企業No.
株式会社フォルテ

3

＜企業概要＞

内容

代表者株式会社フォルテ

HPアドレス http://www.forte-inc.jp/

業務内容

IoT端末製造・販売 /位置情報管理サービス等の開発・販売 /骨伝導ウェアラブルデバイスの製造・販売
/ アプリケーションサービスの開発・販売

＜商品・サービス・ソリューションについて＞

葛西　純

従業員数 28青森県青森市古川3丁目22-3　古川ビル3F

企業名

住所

ノイズ除去モデル

骨伝導ヘッドセット『 Smart Mic 』
有線タイプ／Bluetoothタイプ

100dB前後の騒音環境下でも、周囲のノイ ズを除去してクリアに通話

することができる製品です。骨伝導スピーカーを採用しており、耳をふさ

がずに環境音を聞き取れるので、危険察 知が可能なため安全に使用

することができます。 製造工場や建設現場、工事現場など、騒音環境

下でコミュニケーションを必要とする場面で効果を発揮します。

mono端末（みちびき） hito端末（みちびき）mono端末（GPS）

準天頂衛星みちびきやGPSの信号を受信することができるIoT端末

を使用し、現在地や移動履歴などの位置情報を活用したサービス

を提供しています。

『FB102』『FB120』は、車両等に端末を取り付けて使用し、物流・運

送等、様々な業界の運行管理を実現する製品です。

『FB2003』は、人が端末を持って使用し、ポスティング業務や子供・

高齢者の見守り、サイクリング・オリエンテーリング・マラソン等のス

ポーツイベントの運営支援や安全管理を実現する製品です。



名

企業No.
広和計装株式会社

4

＜企業概要＞

《導入実績》
　官公庁、水素関連施設、半導体工場（前工程、後行程）、有機　半導体プラント、製紙工場、非鉄金属
　工場、セメント工場等

　生産制御、プラント制御、調液施設などの生産ライン制御から半導体実装装置、搬送ライン
　装置の装置制御などの産業系ソフトウェア・ハードウェアのシステム構築実績があります。

内容

代表者広和計装株式会社

HPアドレス http://www.kowa-keiso.co.jp/

業務内容

～制御系ネットワーク構築・アプリケーションソフトの開発などの困りごとをご相談ください～
・制御盤・監視盤の設計製作・組込用制御装置の設計製作
・PLC・PCソフトウエアの設計開発・現地電気配線工事・据付施工・メンテナンス業務

＜商品・サービス・ソリューションについて＞

代表取締役　三浦　幸廣

従業員数 40青森県八戸市大字長苗代字上碇田6-1

企業名

住所



名

【音声物流ソリューション】
　物流における入荷・検品・棚入れ・補充・ピッキング・仕分け・棚卸・棚移動業務や
製造業における品質管理/検査、および店舗などで棚卸業務をウェアラブル端末
（ヘッドセット）からの音声指示により作業現場の業務効率を向上させるソリューションです。

内容

代表者株式会社アイティークレスト

HPアドレス https://hoc-cnet.co.jp/

業務内容

・システム開発、運用、保守
・機器販売

企業名

住所

企業No.
株式会社アイティークレスト

5

＜企業概要＞

＜商品・サービス・ソリューションについて＞

森山　慶一

従業員数 16青森県八戸市卸センター2丁目5-11



名青森県八戸市大久保行人塚7-1

企業名

住所

企業No.
株式会社ジーアイテック

6

＜企業概要＞

【Salesforce】
レガシーシステムのデータをSalesforceの製造業向けCRMに統合しましょう。データを効果的に管理すること
で、複雑なビジネスプロセスを単純化できます。重要なデータにアクセスし、整理することで、営業とサービ
スが改善され、製造業務の効率が上がります。

【Motion Board】
◆稼働率、生産数、在庫数などKPIの可視化   ◆製造現場の様々なKPI（重要評価指標）を可視化。
状況を素早く把握できることに加え、ミーティングを行う際にも、説明の流れに沿ってフレキシブルに画面を
切り替えることができ、問題点や要因の説明をしやすくなります。
～KPIの可視化～
株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ導入事例より抜粋
●レポートを省力化し高速PDCA  ●Excelで個別に管理されているデータを一つのダッシュボード上に集約。
●レポート業務の大幅な省力化と、業務改善サイクルの高速化を実現。

内容

代表者株式会社ジーアイテック

HPアドレス https://www.gitec.co.jp/

業務内容
・システム開発　・コンサルティング　・ネットワーク構築・保守　・Web制作・保守

＜商品・サービス・ソリューションについて＞

向井　誠仁

従業員数 25



名

企業No.
株式会社ソリッドシステムソリューションズ

7

企業名

住所

＜企業概要＞

◆「自社の営業活動に合わせた営業支援ソフトが欲しい」
◆「いつでも、どこでも、低価格でコンタクトセンターを利用したい。」
◆「顧客管理と連携した名刺管理を社内でも外出先でも利用したい。」
◆「電話だけではなく、電子メール、LINE‥SNS等を使って営業したい。」
◆「簡単にホームページと連動した問い合わせ、受注システムを構築したい。」
◆「スケジュール、日報等、PCだけではなく、モバイルでも利用したい」
◆「稟議申請等、自動化、システム化を実現したい。」
◆「営業活動、受注、様々なデータ分析をリアルタイムで行いたい。」
◆「AIを使った問い合わせ、受注システムや、チャットボット等を利用したい。」

このようなご要望が全て、All Gather CRMで実現できます。

All Gather CRMは統合型CRM(顧客関係管理)です。
シンプルな顧客管理から、営業支援や問合せ管理、販促・マーケティング、受注管理等、組織に合わせたアップグレードが可能な
アプリケーションです。
日々の販促、営業、見積作成等の営業活動、DM、メルマガ配信等マーケティング活動、受注・予実管理、クレームや問合せと
いったCS業務、そしてスケジュールやメッセンジャーといったグループウェアとしてもご利用頂けます。

最大の特徴は、企業や組織が持つ固有の業務フローやプロセス等、簡単にプログラミングできる事です。
自社オリジナルのシステム構築に多額のコストが必要とされますが、All Gather CRMなら低コスト、短期間でオリジナルの業務アプ
リを構築できます。

＜事例①＞
青森県薬剤師会様では、県内薬局の詳細情報や衛生材料・医薬品の保有情報をAll Gather CRMで管理。CRMの情報は自社サ
イトにも連携しており、一般向け/医療従事者向けに必要な情報を公開し、地域医療サービスの充実化に貢献しております。

＜事例②＞
三戸にあるにんにく農家様では、生産した農産物の注文業務でAll Gather CRMを利用。WEBサイト、電話、FAXからのオーダーを
全てCRMへ集約し、注文から配送までを管理。これまで負担が大きかった注文業務の効率化を実現しました。

＜事例③＞
青森市内にある食品卸売会社様では、営業部門の見積作成や加工食品の仕様規格管理(文書管理)にAll Gather CRMを採用。
これまで各営業担当が個人でExcel管理していた見積書や案件情報がCRMで可視化され、
さらに仕様規格書(文書)をCRMで一元管理・共有することで、製品の仕様規格に変更があった際の社内通知業務や変更手続き
を大幅に効率化。

＜事例④＞
都内の精密機器メーカーのサポート部門では、CTI連携オプションを活用して、低コストでのコールセンター構築き、顧客対応品質
の向上、オペレータの業務負担軽減を実現しております。

その他、大手企業での実績も多数あり、高い評価を頂いております。

最近では、AIの活用に注力しており、自社サイトへのチャットボット構築や、AIを利用した自動での電話受付も構築が可能なので、こ
れまで対応できなかった時間外での予約や注文受付業務も、人件費をかけずに自動でAll Gather CRMが対応します。

内容

代表者株式会社ソリッドシステムソリューションズ

HPアドレス

＜商品・サービス・ソリューションについて＞

鳥谷部　浩

従業員数 19青森市橋本2丁目13-5　大同生命ﾋﾞﾙ5F

https://www.solid-sol.co.jp/

業務内容

企業向け業務ソフトウェアの開発、販売、保守サポートがメインです。
中でも、100%自社開発のCRM(顧客関係管理システム)パッケージ「All Gather CRM V3」を中心に、
営業支援、マーケティングから、フロント業務、コンタクトセンターまで幅広い領域や業務を支援。
顧客接点の管理から、企業、組織、業務のゴールまでに発生する様々なプロセスやルールを最適化、構築
でき、お客様のアイディアを直ちにアプリケーションとして実現します。
また、導入前のコンサルティングから導入後の定着フォローまで、ソリューションプロバイダーとして
顧客満足度向上を軸に、企業価値向上、成長戦略達成他、結果を出すためのCRMソリューションを提供し
ております。



名

■SHIRASAGI（シラサギ）
　シラサギは「みんなで育てる」を合い言葉に生まれた、中・小規模団体向けソフトウェアで、官公庁、
　病院、大学、企業など幅広いクライアントに活用されているオープンソースソフトウェアです。
　　　≪CMS≫
　　　　シラサギのCMSを使えば、誰でもすぐにウェブサイトを更新することができます。
　　　　テキストや画像の更新はもちろん、ファイルのアップロードや地図の表示、関連記事へのリンク
　　　　など機能も豊富。
　　　　大きな労力と費用を掛けて更新していた中・大規模サイトの運用もこれで安心です。
　　　≪グループウェア≫
　　　　オフィス内の情報を公開・共有・活用するためのツールも充実しています。
　　　　オープンソースなので、基本的な機能はすべて無料。企業内のコミュニケーションを高めながら
　　　　業務の効率化やコスト削減につながります。
　
　【導入実績】
　・CMS
　　　　　→　はちのへ空き家ずかん（2019年3月公開）
　　　　　→　青い森オープンデータカタログ（2019年3月公開）
　・グループウェア
　　　　　→　八戸市役所（2018年12月導入）

■RPA
１． RPAとは
　「Robotic Process Automation /ロボティック・プロセス・オートメーション」の略語で、
　ホワイトカラーの主に定型作業を、ルールエンジンやAI（人工知能）などの技術を備えたソフトウェアの
　ロボットが代行・自動化する仕組みのことです。
　RPAで業務の効率化、自動化を図ることにより働き方改革を進めることができます。

２．RPAの特徴
　・プログラミングの知識が不要で、簡単に自動化できます。
　・大量の仕事を素早く処理できます。
　・24時間、365日ミスなく稼働します。

３．RPAツール
　お客様の業務環境に合わせ、「WinActor」（NTTデータ）、「Axelute」（富士通）の2種類のRPAツールを
　ご用意しております。

内容

代表者株式会社サン・コンピュータ

HPアドレス

＜商品・サービス・ソリューションについて＞

三浦 克之

従業員数 96青森県八戸市北インター工業団地一丁目5-10

https://www.sancom.co.jp/

業務内容

・ソフトウェア設計・開発及び販売
・ネットワーク構築
・コンピュータ機器・サプライ用品の販売
・ITコンサルティング

企業No.
株式会社サン・コンピュータ
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企業名

住所

＜企業概要＞



名

【AI Minutes for Enterprise】
 AI技術を使った音声テキストの変換、
 クラウドなのにリアルタイムに音声がテキスト化・同時に翻訳・コピペするだけで
 人工知能が学習・検索や聞き直しも簡単にできて便利

 実績　青森県庁

【スマート建設】
 工事原価が早期に把握/正確な予算対比が可能/出勤簿や作業日報の調整も簡単/
  弊社ソフト「スマート給与」と連携

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        導入実績業種：建設業/鉄鋼業

【TOC研修/MG研修】
 ＜TOC theory of constraints　制約条件の理論＞
 ⇒ゴールドラット氏著書「ザ・ゴール」をもとに、ゲームをしながら社内のボトルネックを探し、解消
　　することで製造効率をあげることが体感できる

 ＜MG　マネジメントゲーム＞
 一人ひとりが経営を体感できるゲーム。社員の意識を変え、仕事の取り組み方に変化をもたらす

内容

代表者株式会社吉田システム

HPアドレス

＜商品・サービス・ソリューションについて＞

黒澤　祥雄

従業員数 84青森県八戸市北インター工業団地1-3-64

https://www.ys-sys.co.jp/

業務内容

１．ＩＴ機器の販売およびメンテナンス
２．業務アプリケーションシステム、ITインフラおよびWebサイトの構築
３．オリジナルパッケージソフトの開発・販売
４．自社データセンターによるハウジング・ホスティングサービス
５．受託計算業務およびＩＴ人材派遣

企業No.
株式会社吉田システム
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企業名

住所

＜企業概要＞



名

企業No.
株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック

10

＜企業概要＞

◆製品・ソリューション名：シーカメラ（IoT遠隔カメラ）
【建設現場管理】　県内企業導入事例：道路工事現場（北海道～関東など）請負の現場の遠隔監視、
進捗状況および、気象等の確認、新建造物の冬季運用テストにおける画像データ採取など

【イベント現場管理】　イベント開催場所の設営環境、気象環境データの採取、風速や雨量などイベント
現場の状況監視、安全衛生にかかわる部分のクラウド記録・管理、災害・原因特定時の参考データとして
活用

◆製品・ソリューション名：あぐりセンスクラウド（IoT遠隔設備電力監視、発電監視）
【建設現場管理】
　建設現場事務所や、ソーラーシェアリング、工業設備などの発電情報や、設備
　稼働情報（消費電流）などをおこない『見える化』します。

内容

代表者株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック

HPアドレス https://www.j-world.co.jp/

業務内容

・光学レンズの接合、ユニット組立
・プローブカードの製造
・測定機の製造・販売
・IoT/ICTソリューションの開発・販売
・ソフトウェアの開発・販売

＜商品・サービス・ソリューションについて＞

木村清勝

従業員数 110平川市館山前田８５－２

企業名

住所


