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経営理念

会社は社員が物心両面で幸福を追求するために存在する

会社は社員が仕事を通して人間的成長をもたらすための場である

会 社 はＩＴを 通して 社 会 の 安 定 的 発 展 に 貢 献 する

商 号 株式会社システム・ビット

所 在 地 【本社】
〒171-0022
東京都豊島区南池袋 2丁目 30番 12号 BITビル 
TEL   :  03-3985-9255
FAX  :  03-3982-7287

【沖縄支社】
〒902-0065
沖縄県那覇市壺屋 1丁目 5番 16号 ビットビル壺屋
TEL   :  098-864-0912
FAX  :  098-864-0913

設 立 年 月 日 1979年12月1日

資 本 金 6,140万円

役 員 代表取締役　 永森　信一
取締役              萬歳　浩一郎
取締役　　　 喜屋武　義人

事 業 内 容 コンピュータ、ネットワーク機器の販売
電話帳データベースのパッケージ開発、販売
医療介護パッケージのソフトウェア開発、販売
健康診断システム開発・販売
コンピュータ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
ソフトウェア開発、ネットワーク技術者による業務支援サービス
システム保守、運用管理

許 認 可 労働者派遣事業許可番号 （派13－306647）
プライバシーマーク （使用許諾番号：21000366（07））

取 引 銀 行 みずほ銀行　池袋支店
りそな銀行　池袋支店
千葉銀行　池袋支店
三菱UFJ銀行　池袋西口支店

主 要 取 引 先 SCSKニアショアシステムズ株式会社 
沖電グローバルシステムズ株式会社 
株式会社沖縄ソフトウエアセンター 
沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 
キヤノンITSメディカル株式会社 
Sky株式会社 
ダイワボウ情報システム株式会社 
パナソニック株式会社 
株式会社日立システムズ 
富士通株式会社 
KDDIベトナム



21世紀を迎えた現在、世界は混迷し、複雑化の様相を呈して参りました。

日本においても個人の価値観が多様化し、またそれに歩調を合わせるかのように社会は高度に情報化して参

りました。ITが企業発展のために必要不可欠なツールとなったことは、必然と言えるのかもしれません。

私たちシステム・ビットは、昭和54年の創業以来、マイコンから大型コンピュータ、制御から事務処理システム

に至るまで、多種多様な業務を手掛けて参りました。お客様の業務とそれを処理するシステムは日々進化して

おります。その進化するシステムに対応するには高度な技術と経験が要求されますが、私たちはお客様のご期

待に応えるべく研究開発の努力を続けて参りました。

そして現在、多くのお客様より、私たちの制作した製品やシステムに対する信頼性の高さが認められ、

"技術のシステム・ビット"と呼ばれるまでに至りました。

私たちシステム・ビットは、創業より蓄積した豊富なノウハウと技術力をベースに、今後も全スタッフが一丸と

なり、総合コンピュータ企業として社会の発展に貢献するべく努力し続ける所存でございます。

これからもより一層のご指導ご鞭撻と、末永いご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

Greetings Historyごあいさつ 沿革
1979年 12月 『有限会社　システムビット』を東京都練馬区に設立し、パソコン関連製品の開発、および販売を開始

1998年 2月 沖縄県那覇市に沖縄営業所を開設

10月 電話帳データベース「ら～くらく電話帳」の開発、および販売を開始

2003年 3月 開発者用電話番号辞書コンポーネント「DB Entry」の開発、および販売を開始

5月 顧客データベース補正ツール「DB Cleansing」の発、および販売を開始

2004年 1月

2005年 2月 開発者用電話番号辞書コンポーネント「DB　Entry .NET」の開発、および販売を開始

2009年 10月 ナレッジ・アンド・テクノロジー株式会社（現ライフ サイエンス コンピューティング（株））を子会社化し、医療分野に参入

2011年 12月 沖縄営業所を支社に格上げし、新社屋『BITPLAZA』に移転

2012年 3月 株式会社エム・ピー・テクノロジーズ（現アセンテック（株））を子会社化し、シンクライアント分野に参入
11月 介護記録パッケージ「ゆいま～る」の開発、および販売を開始

2013年 3月 健診システムの開発、および販売を開始

4月 事業譲渡により保守・運用業務に参入
5月 新社屋『BITビル』に本社を移転

2014年 7月 沖縄支社をニアショア開発拠点として拡充し、60人規模へ体制を強化
9月 健診業務支援システム「Plusシリーズ」の開発、および販売を開始

2015年 4月 健診システムの老舗ベンダー『インターソフトウェア社』を吸収合併し、医療情報分野を強化

5月 クラウド型健診システム「DAYS-daidai-」の開発、および販売を開始

7月 クラウド型ストレスチェックシステム「DAYS-sakura-」の開発、および販売を開始

2016年 4月 クラウド型健診システム「DAYS-daidai-」を多言語化対応し、海外で販売を開始

2018年 4月 新社屋建設のため、本社仮移転

8月 ベトナムで健診システム「DAYS-daidai」の稼働開始
9月 ミャンマーで健診システム｢DAYS-daidai｣の稼働開始

2019年 12月 中国で健診システム｢DAYS-daidai｣の稼働開始

2020年 8月 東京都豊島区に新社屋『BITビル』落成、本社移転
沖縄県那覇市に新社屋の建設着工

2021年 3月 沖縄県那覇市に新社屋『ビットビル壺屋』落成、沖縄支社移転
新設分割により株式会社アイサットを設立8月

日立ベーシックマスター用各種インターフェイスの開発、および販売を開始

グレープシティ株式会社との業務提携を発表。グレープシティ株式会社の「InputManPro6.5J」に
弊社「DB Entry」特別版「DB Entry for InputMan」のバンドル開始

1982年 6月

中小企業向け販売管理システム「大繁盛」の開発、および販売を開始1985年 1月
日本初となるテレビ端末による｢自動車オークションシステム｣を開発4月

日立ワークステーション2050/2020用のソフトの開発、および販売を開始1986年 11月

株式会社セガ・ミュージック・ネットワークスと業務提携し、全国メンテナンス業務を開始1995年 11月

新7ケタ郵便番号検索・自動変換ソフト｢郵楽町｣の開発、および販売を開始1997年 11月



ハローページ数百冊に記載される最新の個人、及び法人

電話帳情報を電子データ化してご提供しております。

電話帳データは日本全国の個人と法人約2000万件の名

称、電話番号、そして住所情報で構成されるホワイトな

データベースです。

マーケットリサーチや見込み顧客リストとして、また、ダイ

レクトメールの発送など、様々な用途にご活用いただけ

ます。

顧客データベースを用いた業務支援システムの構築や

アウトソーシングにも対応いたしますので、まずはお気

軽にお問い合わせください。

個人法人データサービス

Personal,Corporate
information 
data Service

ヘルスケアソリューション

スマートデバイスやクラウドなどの先端技術を活用した

ヘルスケアソリューションをご提供します。

事務の効率化と品質向上には受診者・患者の基本情報

と、検査結果の連携の仕組みが鍵となります。

この仕組みを基盤として、我々は医事システムや電子カ

ルテ、画像管理システムなどとの自動連携や入力支援、

ペーパーレス化を実現する製品など、様々なサービスの

開発に取り組んでいます。

お客様のご要望にお応えできるオーダーメイドのソ

リューションもご提案させていただきますので、お気軽に

お問い合わせください。

健康診断の業務をサポー
トするシステムをご提供致
します。大規模な健診セン
ターからクリニック・診療
所まで幅広くご利用いた
だけます。

PCや各種スマートデバイ
スから利用できるクラウド
型ストレスチェックサービ
スです。実施結果を自動集
計し統計情報をご提供致
します。

健康診断業務の各種デー
タ入力（調査結果、問診票）
作業を、iPadを使って自動
化・連携し事務の効率化と
品質向上をサポートしま
す。

企業・団体の社員や職員の
健康管理を行うシステムを
ご提供致します。
必要な機能を組み合わせ
る事で最適なシステムをご
利用いただけます。

健診システム

ストレスチェックPlusシリーズ

健康管理システム

電話番号入力だけで個人・
法人、郵便番号、住所が一
発で表示される開発用コ
ンポーネントです。
顧客管理等の業務システ
ムにご利用ください。

DB Entry

日本最大級のホワイトデー
タベースである全国のNTT
ハローページ電話帳をデ
ジタル化しました。
最新の個人・法人情報をご
提供するサービスです。

電話帳データ

Health care solution

日本全国の個人・法人の電
話帳データがあなたのパ
ソコンに！
様々な用途で簡単・快適に
行える電話帳データです。

全国法人・個人電話帳をイ
ンターネットで簡単・便利
につかえるサービスです！ 
いつでも最新の全国法人・
個人電話帳データにアク
セスすることができます。

ら～くらく電話帳 あるある電話帳



経験豊富なプロジェクトマネージャーのもとで、お客様業

務システムの全ライフサイクルに渡る運用とシステム保

守を一括受託しております。

病院基幹システムの24時間365日安全かつ効率的な運

用や、患者や医師看護師の皆様の立場に立ったヘルプデ

スク業務で、高い評価をいただいています。

データセンターオペレーションでは、正確な業務と積極

的な改善提案ができる「スキルと熱意のある」社員を編

成して、満足度の高いSEサービスをご提供します。

シ ス テ ム 運 用 保 守シス テ ム 開 発

業務改善に向けたシステムのご提案から、設計・開発、シ

ステムを安定的にご利用いただくための保守・運用業務

を一括してご提供いたします。

政府系機関や医療機関等、高い信頼性を要求されるシス

テム構築に実績と経験を持つ技術者が、お客様のご要望

に合わせて対応いたします。

さらにウェブ系アプリケーションやクラウド、スマートデバ

イス等の新プラットフォームを用いたシステム開発や

データ解析等、新たな業務にもチャレンジし、進化し続け

ています。

System operationSystem development

システム運用
アプリケーション保守

ハード保守

運用テスト
移行
教育

アプリケーション開発
インフラ構築

基本設計
システム運用設計
プロダクト選定

システム提案
プロジェクト企画

現状分析
改善提案

ト ー タ ル ソリューション
T o t a l Solution



BIT Group
介護システムから医療システムまで。BITグループはヘルスケア業界における業務をよりス
マートに、円滑に行うためのシステムをご提供することで、ヘルスケア事業従事者ならびに
利用者の皆様方の利便性向上のためのお手伝をしてまいります。

グループ会社

1998年に沖縄へ営業所を開設して以来、介護・医療のシステム開発・販売を中心に展開して
まいりました。
現在沖縄での導入・取引企業は230社を超えるまで成長しています。
特に沖縄では数少ない、営業から導入・操作説明・保守サポートを一貫してサービスを提供で
きることがお客様から評価された結果と自負しています。
これまでも沖縄のお客様から温かいご支援を受けて成長して参りました。
沖縄社会発展のため貢献してまいる所存ですのでシステム・ビット沖縄支社を今後とも宜しく
お願い致します。

Branch O�ce 沖縄支社

株式会社フォーエヴァーは、公的介護保険の事業者向け「ゆう！ケア」シリーズの開発・販売を
行っております。
「ゆう！ケア」シリーズは、2000 年 4 月に介護保険制度が始まった当初から事業者向けソフト
ウェアとして開発・販売しております。
当社はシステム・ビットと連携し、沖縄県を中心に介護福祉事業向けサービスをご提供してい
ます。
豊富な経験と業務知識を背景に 130 社を超える企業様にシステム構築・運用支援サービスを
ご利用いただいております。

株式会社フォーエヴァーは、公的介護保険の事業者向け「ゆう！ケア」シリーズの開発・販売を
行っております。
「ゆう！ケア」シリーズは、2000 年 4 月に介護保険制度が始まった当初から事業者向けソフト
ウェアとして開発・販売しております。
当社はシステム・ビットと連携し、沖縄県を中心に介護福祉事業向けサービスをご提供してい
ます。
豊富な経験と業務知識を背景に 130 社を超える企業様にシステム構築・運用支援サービスを
ご利用いただいております。

株式会社フォーエヴァー

株式会社ジャパトラは、脱旅行会社を合言葉に、お客様と社会のニーズを把握して新たな価値
を創造し、魅力あふれる企画をお客様にご提供していくコミュニケーション・パートナーを目指
しております。
ホスピタリティ豊かなコミュニケーションにより、ハイタッチ、ハイクオリティーのきめ細かい
サービスをご提供してまいります。
お客様の旺盛なニーズにお応えすべく、感動をクリエイトするプロデューサー集団として、社員
一同奮励努力してまいります。

株式会社ジャパトラ

ライフサイエンスコンピューティング株式会社は、DICOM（Digital　Imaging　and Commu-
nications in Medicine)を用いた医療機関向けソフトウェアの開発、医療画像サーバの構築や
マルチプラットフォームに対応した医療画像ビューワのご提供を行っております。
さらに、近年ではAIの実装をベースとした医療系システムの開発に軸足を移し、胸部レントゲ
ン画像の診断補助システムや歯科パノラマレントゲンのオートフォーカス機能をAIにて実装
するなど、先駆的な開発者集団であり続けています。

ライフサイエンス コンピューティング株式会社

クラウド型健診システム「DAYS」シリーズ

Webやスマートデバイスなどの先端技術を採用した、本格的クラウド型健診システムをご提供致します。
高い操作性とシンプルな画面が特長であり、短期間で安価にご利用を開始する事ができます。
また、ネットワークセキュリティや暗号化対策により安全にご使用頂けます。

診断書作成システム

県内多数の病院への導入実績がある診断書作成システム「MEDI-Papyrus 」はいかがですか？
MEDI-Papyrusは院内で使用する多様な診断書に対応しておリ、診断書を簡単に作成できるシステムで
す。また院内の業務に沿ってシステム構成されているため、診断書の作成状況を確実に登録、管理するこ
とが可能です。作成する医師や医事課の負荷を軽減することができます。

システム受託開発・派遣事業

首都圏、沖縄県内における各種業務のシステム開発に携わって参リました。
長年にわたる開発により培われてきた、確かな技術力と柔軟な対応力を持った弊社だからこそ提供でき
る、安心・安全なシステムをご案内いたします。
システムの一括受託開発から技術者の派遣に至るまで、きめ細かな こ支援をさせて頂きますので、 まず
はお気軽にこ相談ください。
お客様のご要望に最適な技術と品質をお約束いたします。     

介護関連システム

小規模事業所から大規模事業所まで介護保険事業所をトータルにサポートいたします。
当社は介護保険制度当初から販売を開始しており、沖縄県内で多数の導入実績がございます。
その豊富な経験をベースにお客様の様々なニーズに合ったシステムをご提案しております。
まずはコストパフォーマンス重視、複数拠点管理をしたい、介護記録を充実したい等のご要望をお聞かせ
ください。ご満足できるシステムを提案いたします。
また導入から操作指導、緊急対応などのサポートも充実していてお客様より高い評価を 頂いております。

株式会社アクシオン・ジャパンは2005年の創業以来、国内外の最先端研究機関や大学と協力
し、デジタル画像に含まれるノイズを選択的に除去する画像技術やトモシンセシスを搭載した
歯科医療機器を開発して参りました。
画像鮮明化技術は歯科分野において学術的に世界トップレベルの画像品質であると評価さ
れ、一方、トモシンセシス（tomosynthesis）を世界で初めて搭載したレントゲン装置は、1台で
パノラマ撮影とデンタル撮影双方の診療報酬を日本で初めて認可されており、歯科市場にこ
れまでの技術では考えられなかった“高付加価値”を創造し、事業展開させて頂いております。

株式会社アクシオン・ジャパン

新たな付加価値を社会へ！
私たちアイサットはプロフェッショナルなITサービスで高度に発達したデジタルインフラを支え
るとともに新たな付加価値を社会に提供し続けます。 
人材が不足しがちなIT業界において、期待に応えられる質の高い人材を提供するため、そして
社員一人一人が目指すキャリアを実現するため、アイサットは社員の育成に力を入れています。
現場で必要とされる技術者を育成するために、基礎から応用まで、常に最新の技術を取り入れ
た環境を用意して研修を行います。
さらに、ステップアップのための面談を実施するなど、社員のバックアップ体制を充実させるこ
とで、すべての社員の能力アップを実現しています。 

株式会社アイサット


