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商　　 号 ： 有限会社システム町工房

所 在 地 ： 東京都町田市金森１６３０－１２

設　 　立 ： 2001年10月1日

資 本 金 ： 3,000,000円

役 員 ： 代表取締役社長　藤森 武博

　　 取締役　 　藤森 蓉子

事業 内容 ： ・システム化のコンサルティング

・オリジナルシステムの開発

・パッケージソフト活用によるシステム導入

　　　　　　・システム導入サポート

・データ入力サービス

　　　　　 ・訪問介護サービス

電話 番号 ： 042-788-3620

FAX 番号 ： 042-788-3720

ホームページ： http://www.smkb.co.jp

交　通 ： 小田急線 町田駅､ＪＲ 町田駅 下車　タクシー15分

　　　　　　東急田園都市線 南町田駅 下車　タクシー10分

概 要
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(1)業務系システムのトータルサービス

お客様のシステム化のご相談から、システム設計、開発、導入、アフターフォロー

までの一貫したサービスを豊富な経験のもとに行っております。

その過程では良いパッケージソフトがあれば積極的に活用し、短納期でのシステ

ムの導入/定着を図っております。

(2)プログラムの柔軟性

システムを手掛けてきた中で、プログラムは安易な方法に流れることなく、常に

最善の方法で対処することに努め、求められる機能を高度のレベルで実現してき

ております。

この経験により、お客様から求められます各種ご要望に対し、迅速に対応するこ

とができます。

(3)小回りを利かしたサービス

システム化作業におきましては、例外的な事態も発生致します。

その時々におきまして、お客様のご意向にお応えできるよう、柔軟で小回りを利

かしたサービスを行います。

当社の特徴
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開発環境／開発言語

　

(1)開発プラットフォームとしてのOS

　① WndowsNT 4.0,Windows2000, WindowsXP

　② Windows95, Windows98, WindowsME

　③ MS DOS 

(2)開発言語等

　①Windows言語

　　・Visual Basic

　　・Visual Basic for Application

　　・C、C++ 、C#

　②MS-DOS言語

　　・DBaseIII/IV

　　・桐

　　・BASIC

　④CGI(Web)言語

　　・ASP(Active Server Page)

　　・Perl, PHP

　　・Java Script

　　・VB Script

　⑤ データベースサーバー

　　・SQL Server(SQL)

　　・MySQL

　　・Oracle(PL/SQL)

　　・Sybase

　⑥富士ゼロックス系ソフト

･ DocuWorks Development Tool Kit

　　 ･ CentreWare Flow Service

･ Globalview CASP

パソコンで稼動するシステムの開発に対し、次の開発環境、技術を保有して

おります。
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ニーズ把握

システム立上げ/導入

システム運用

サービス内容

コンサルティング

パソコン・周辺機器の選定、設定
サーバー、ネットワークの環境設定
ソウトウェアのインストール
マスターデータ等のデータ整備支援
システム運用に当たっての操作説明等

アフターフォロー

お客様のご要望把握、改定機能拡張/改定

システム設計

プログラム開発

お客様とのレビュー

システム開発

当社の行うサービス

お客様との開発途上のシステムの

相互確認、微調整

パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
の
活
用

パッケージソフト

・選定

・カスタマイズ

システム導入ステップ
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オリジナルシステムの開発

オープン系の開発には主にMicrosoft Office(以下Office)を使用しています。

OfficeのVBAの機能を駆使し、お客様のご要望に応える機能と操作性を実現

しています。また、ネットワークを利用したグループ間のデータ連係につい

ても対応しております。

Officeの機能が必要ない場合やユーザーのご要望によりVisual Basic等を利用

しております。

ニーズに応じ、Webによるシステム開発も行っております。Webの操作性とサー

バー集中管理の特性を生かし、システムメンテナンスの軽減とマルチプラッ

トフォーム環境での利用を実現しています。

また、プログラム主体の開発として、ユーティリティ/ツール類の開発を行っ

ております。

【開発事例】

　　　 　システム名　　　　　　　　　 開発言語　　　 データベース

(1) オープン系の開発

　・栄典システム 　 Access2000　 　SQLServer

　・スケジュール管理システム　　 .NET(VB) SQLServer 

　・会員管理システム　　　　　　　 Access2000　 　SQLServer

　・画像データ管理システム Visual Basic 　

　・記事情報管理システム Access97             SQLServer 

　・在庫管理システム　　　　　　　　　 Access2000 

(2)Ｗｅｂシステムの開発

　・与信管理システム　　　　　　　　　ASP

　・営業評点管理システム 　　 ASP,JAVA Script

　・印刷物発注システム 　 ASP,JAVA Script   SQL Server

　・カタログ仕様検索システム 　 Perl　　　　　　　MySQL

　・IIS全文検索システム ASP

(3)ユーティリティ/ツール類の開発

　・DocuWorks文書用自動処理プログラム　C
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パッケージソフト活用によるシステム導入

給与計算、会計、販売管理等、優れたパッケージソフトが多く販売されてい

ます。

これらのソフトを活用することにより、少ないコストで効果的なシステム導

入を図ることができます。

当社ではお客様のｼｽﾃﾑ化のご要望に対し、パッケージソフトで対応できない

かを検討し、適するものがあれば積極的にそのソフトを使用してシステムの

導入を行います。

ただ、パッケージソフトでは不足する事項があることも否めません。

既にあるデータから直接データを取り込みたい、自社に合った帳票を印刷

したいといったご要望に対し、補完ソフトを開発しそれらに応えます。

【導入事例】

(1)パッケージソフトによる導入

　　給与計算　　　PCA給与、給与奉行

　　会計　　　　　PCA会計、勘定奉行

　　仕入/販売管理　PCA商魂、PCA商管

(2)補完ソフトによる機能拡張

　　給与計算　　オフコンで開発されていたお客様独自の給与計算システム

　　　　　をデータ入出力機能、帳票作成機能等の補完ソフトを付加

　　　　　し全体をカバーするシステムを構築　　

　　会計　　　　他のシステムで管理しているデータとの連結や各種帳票を

　　　　　社内標準に合わせて作成することにより、オリジナルに引

　　　　　けをとらいないシステムを構築
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システム導入サポート

システムを実際に動かすためには、マスタ整備をはじめとする立上げ処理が

不可欠です。

この処理がうまくいきませんと、折角システムが完成してもシステムが動か

ないということになってしまいます。

データはお客様に準備頂くしかありませんが、これらをシステムに移行する

ための作業をサポート致します。

また、パソコンの設置、ネットワークの設定等、お客様の使用環境に合わせ

た作業をサポート致します。

【サポート事例】

(1)パソコン

　　・機器の選定

　　・設置作業

　　・ＯＳ/パッケージソフトのインストール
　　・プリンタ等の周辺機器の設定

(2)ネットワーク

　　・ネットワークの設計

　　・環境設定

(3)データ立上げ

　　・データのある帳票から手入力

（手入力、データ変換プログラム作成による移行）

　　・EXCEL等でデータがある場合は、データ移行プログラムを作成し移行

(4)システム運用に必要な説明（操作説明等）
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データ入力サービス

ドキュメントから、パソコンで扱えるイメージデータに移行したり、ＯＣＲ

により文字に変換致します。

また、定められた様式へのデータ入力を行います。

作業に当たっては、単純入力と、ケースに応じてプログラムを作成し機械的

に変換し時間の短縮、工数の抑制を図ります。

【サービス事例】

(1)ドキュメントのスキャナによるデータ作成

　　・ＯＣＲ処理によるPDFファイル化

　　・イメージデータとしてDocuWorks文書化

(2)手入力によるデータ作成

　　・システムの入力画面からデータを入力

(3)データ変換プログラムによるデータ作成

　　・既存の電子データより、システムの内部データ様式に合わせるプログ

ラムを作成し、一括変換してシステムにセット

　　・大量のデータ入力をシステムの入力画面から行うと効率が悪い場合に、

効率的な入力専門画面を作成し、その画面にてﾃﾞｰﾀを入力
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データ処理受託サービス

年に１回の処理、お客様サイドにシステムを運用される方がおられない等の

場合に、システムを弊社が変わって運用致します。

お客様から入力データをご提供頂く事により、処理してその結果をお客様に

お送り致します。

【サービス事例】

(1)社会保険月額算定処理

(2)給与計算処理
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MS-DOSシステムに対するフォロー

ＯＳがWindowsに変わった現在でも、以前のMS-DOSで稼動しているシステム

が多くあります。

パソコンが古くなり交換したい、システムが動かなくなってしまった、改良

したい、といったご要望に対し、フォローを行います。

【フォロー事例】

(1)パソコンの新しい機種への代替

　・使用実績の多いPC98シリーズからDOS/Vパソコンへの移行

　・DOS/Vパソコンへの移行に伴うプログラムの変更

（開発言語は、BASIC、DBASEⅢ等）

(2)Windows用データへの変換

　・桐データからExcelデータ、Accessデータへの変換

　・DBASEデータからExcelデータ、Accessデータへの変換

※開発言語等、メーカーのサポート状況によりフォローできる範囲が

　異なります
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訪問介護サービス

介護保険指定事業所（事業所番号：東京１３７３２０１８３７）となって

おり、要介護認定者に対する訪問介護サービスを行っております。

【サービス事例】

(1)要介護認定者に対する訪問介護

　




