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基本指針　(Motto) 
■ 一つのしない 
　・ 他人のせい 

■ 二つの努力 
　・ お客様から，より評価されるよう努力しよう 
　・ 新しいマーケットに対応する力を付けよう 

■ 三つの重点 
　・ ＣＳ（顧客満足度）推進 

当社は「プラスαの取組み」より，与えられた作業は当然やるべきことであり，プラスαとして作業改善提案や 
開発効率ＵＰのためのツール類を積極的に開発し提供しています。 

　・ 品質向上 
当社は「品質の最終目的はお客様の満足を得ること」と考え，ＣＳの向上を推進します。当たり前の品質に甘ん 
じず，より良い品質を目指してます。 
また，品質に責任を持つ者は全社員であり，全員が生産性，品質の向上に積極的に取り組んでいます。 

　・ 技術力アップ 
当社は「スキルアップの根底にあるテーマは自己啓発である」と考え自己啓発を積極的に支援しています。社員 
はメーカー，ベンダーや各種団体主催の研修会やセミナーなどへ自主的に参加しています。 

システムに凝る！

３つの推進 
■ 環境推進 
当社は「地球にやさしい環境」を目指し，会社全体で環境に配慮し
た事業活動を推進しています。また，社員一人ひとりの環境に対す
る意識向上を図り，地域社会の一員として地域の環境保全に努めて
います。 

■ 情報セキュリティー　　　　　　　　　　　 
当社は「情報を会社運営の糧」と考え，受託情報や　　 
個人情報の取扱規程及び取扱責任者を選定し万全の 
情報漏洩対策をとっています。　　　　   

■ 広報活動 
当社は「自社ＰＲは自社で」という方針により，自社ホームページ
の作成，会社案内作成，社内報作成など社内外を問わず，自前のリ
ソースをベースに広報活動をおこなっています。

第三者認証取得 
■ 環境マネージメントシステム：エコアクション２１認証取得(2006年6月28日) 
■ 情報セキュリティーマネージメントシステム： ISMS(ISO27001)認証取得(2007年4月3日) 

システムニコル⾏動規範 
（２０１３年度創立４０周年にて制定） 

「自ら動く，正しく動いて，傍（はた）を楽に」 

「傍（はた）楽（らく）」は「働く」の語源と言わ 
れることもあります。 
中小企業は，自らアウトプットを作る人間の集団で 
ないと生き残れません。 
ましてこのフラット化の時代に，技術者集団のシス 
テムニコルにおいては，なおさらです。 
大名仕事的な働きをする管理職は不要です。 
自らの手でアウトプットを作り，傍を楽にする， 
これが基本です。 

Corporate Policy 
システムニコルはコンピュータが好きでやる気のある者の集団です

!
情報処理安全確保支援士 
（現在の登録者：6名）
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■ 組込み系システム開発 
主に,「コンピュータ」と「装置」をつなげるソフトウェア
（ファームウェアと呼びます）の開発を担っています。 
ソフトウェア開発ではありますが，オシロスコープで電圧波
形を確認したり，半田ごてを使い「装置」の電子モジュール
を改造する等，ハードウェアの知識も必要になる場合もあり
ます。 
開発したファームウェアは，デジタルカメラ，スマートフォ
ンなどの手に持てるものから，自動車，オートバイ，航空機
など人を運ぶものまで幅広い分野で活躍しています。 

・デジタルカメラ組込用エンジン部分の開発 
・防衛システムの開発 
・車載用ECM(またはECU)の検査 

■ 通信系システム開発 
通信系関連の事業を目的とした部門です。現在，某メーカより
一括形態で業務を請け負い，キャリアの携帯電話用交換機およ
びツールのソフトウェア開発と推進業務に従事しています。業
務内容は，交換機保守運用系のソフトウェア開発，共通線信号
制御系のソフトウェア開発，基地局固有データ生成ツールのソ
フトウェア開発，試験推進業務の４プロジェクトに分かれてお
り，それぞれ，1名～6名にて，24時間通話やメールが使える
ように日本の通信基幹システムを構築しています。 

■ その他 
・業務用サーバの運用構築支援 
・スパコン用擬似プログラムの開発 
・医療系システム開発 
・品質管理システム開発 
・ストレージ製品のシステム評価 

その他
35%

通信系システム
32%

組込み系システム
33%

Business Domain 
メインはITシステム基幹部分の開発

Profile 
独立系ソフト会社として長い社歴があります

会社概要 
商号 ： システムニコル株式会社　（略称：SNC) 
代表 ： 代表取締役会長　浅見秀一 
                 代表取締役社長　花園泰 
資本金 ： ８，０００万円（独立系） 
代理店 ： 富士通（株）　パソコン販売特約店（FNP) 
                 （株）日本HP 
従業員 ： ６２名 
主要顧客 ： 富士通株式会社 
                 株式会社ソシオネクスト 
                 アルプス システム インテグレーション株式会社 
                 富士フイルム医療ソリューションズ株式会社 
                 Cypress Semiconductor Corp.  

沿⾰ 
1973/05  川崎市に設立 ( 設立時：システム日本（株）) 
1975/04 （株）エス・エヌ・シー設立 
1983/12  沼津支所を開設 
1987/07  資本金６，４００万円に増資 
1991/10  仙台支所を開設 
1996/06  本社を横浜市へ移転 
               社名をシステムニコル（株）へ変更 
2006/07 （株）エス・エヌ・シー業務を 
               システムニコル（株）へ統合 
2007/07  資本金８，０００万円に増資
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Corporate Culture 
システムニコルは頑張る人を応援します。独立系企業として，特徴ある制度や仕組みがあります

有資格者への⼿当て⽀給制度　 
自己スキルアップのために資格を取得した
場合は手当てを支給しています。 

① ＩＴ資格手当（情報処理試験） 
② ベンダー試験 
③ ＴＯＥＩＣ 

ハード・ソフト・技術資料の購⼊⽀援制度 
ハード，ソフト購入補助制度は現場の業務以外の研究テーマ
を持っている社員に対する支援制度です。自作PCやコンパイ
ラ購入費用を補助します。 

① ハード購入補助（年1回） 
② ソフト購入補助（年2回） 
③ 技術資料購入補助（毎月） 

海外視察・⾃⼰啓発⽀援制度 
　 

① 海外視察 
希望者が視察先やスケジュール等をすべ
て企画し応募できます。 
※新人・ベテラン問わず 

② 自己啓発支援 
通信教育や英会話教室等の費用を補助し
自己啓発を支援します。

社内イベント 

教育制度 
①入社前研修 
　11月～3月にC言語の課題を実施（社内講師がメールで 
　フォロー） 

②新入社員研修 
　4月から1カ月間の集合研修ののち，配属先にて1年間OJT 
　をおこないます。 

③一般社員研修 
　社外での様々な研修やセミナーの受講を推進しています。 
　また，社内で顧問や社員が自ら講習会を開催しています。 

勤務体系の特徴 
① フレックスタイム制 
② カジュアルウェア制 
③ 誕生日休暇 
④ リフレッシュ休暇制度 

・オープンMMT会議（幹部の考え
や会社の経営状態などを直接伝える
幹部会議への一般社員参加の場） 

・芋煮会（仙台） 
・フットサル大会（横浜） 

・富士山登山（有志）

※上記以外にも，フォトコンテストや有志によるBBQ，お花見など様々なイベントを開催しています。 
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Top Message 
社長より

時代が移り，世の中の仕組みが変わろうとも，私たちが創るものは常に「世の中の役に
立つもの」です。良いものを作るにはこだわりが必要です。しかし，そのこだわりも独
りよがりではいけません。 

つねに使う人の目線に立ちながら，考え，議論し，より良いもの追求する，そんな姿勢
が必要です。 

そしてシステムニコルは「人の役に立ちたい」そんな志を持ったエンジニアにあふれる
「システムに凝る」会社として，世の人の手助けをしていきます。 
                           代表取締役社⻑ 花園�泰�

Location 
拠点情報　

本社　 
〒220-0023  
横浜市西区平沼1-39-3 
三石ヨコハマビル3F   
tel  : 045-311-0885 
fax : 045-311-0894   
                   

沼津⽀所　 
〒410-0396  
沼津市宮本140 
（富士通沼津工場B棟5F） 
tel : 055-928-5111 

                   

仙台⽀所　 
〒980-0811  
仙台市青葉区一番町3-3-5 
仙台青葉通ビル3F 
tel : 022-211-5413  
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