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三和コンピュータ株式会社
1961年9月1日
1971年9月1日
1億2000万円
66億円（2021年3月期現在）
450名（2021年3月末現在）

本 社

東北支店

関西支店

九州支店

北海道支店

役員

主要株主

■システム設計・開発・構築および販売
●アプリケーションシステム（ASP、センサー 他）
●ネットワークシステム（クライアントサーバ、Web

コンピューティング 他）
■ネットワークシステムの施工・運用管理
■コンピュータの保守・メンテナンス

■アウトソーシング（ホスティング、ハウジングサービス 他）
■その他サービス（ヘルプデスク、オペレーション指導 他）

COMPANY PROFILE

会社概要 五十音順主要取引先

■官公庁
総務省、法務省、国土交通省、

地方検察庁、警察庁、他官庁

■全国地方自治体

■全国国公私立学校
学校法人 自治医科大学学校法人

大乗淑徳学園

■厚生年金基金・企業年金基金

OKI企業年金基金

協和キリン企業年金基金

パイオニア企業年金基金

ヤクルト企業年金基金

ヤマハ企業年金基金

■健康保険組合
日本甜菜製糖健康保険組合

藤田観光健康保険組合

■一般企業
株式会社アイ・エス・エス

株式会社アグレックス

アビームコンサルティング株式会社

旭鋼管工業株式会社

市川ゴルフ興業グループ

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

ＮＥＣフィールディング株式会社

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

株式会社エヌケーシー

株式会社エルモ社

オート化学工業株式会社

株式会社オービックビジネスコンサルタント

主要取引先銀行

三井住友銀行三田通支店

三菱UFJ銀行品川駅前支店
りそな銀行田町支店

三井住友信託銀行本店営業部
商工組合中央金庫東京支店

沿革

1984年12月

1986年4月

1988年7月

1993年9月

2005年10月

2011年10月

2019年7月

2021年9月

■その他の法人・組合

日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

独立行政法人

労働者健康福祉機構横浜労災病院

他

NETWORK

■本社

■北海道支店

■東北支店

■関西支店

■九州支店

〒106-0047 東京都港区南麻布3-20-1 Daiwa麻布テラス

TEL:（03）5421-6001（大代表） FAX:（03）5421-6006

〒073-0025 北海道滝川市流通団地2-1-42 株式会社 エー・エル・ピー内

TEL:（0125）22-8515（代表）

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31 山口ビル

TEL:（022）215-4271（代表） FAX:（022）215-4270

〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-3-7 ビル博丈

TEL:（06）6281-1177（代表） FAX:（06）6281-3366

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル

TEL:（092）415-6310（代表） FAX:（092）481-7350

〒640-8033 和歌山県和歌山市本町1-43 和歌山京橋ビル4F

TEL:（073）499-4141（代表） FAX:（073）499-5599

ひろたけ

和歌山出張所

■和歌山出張所

1961年9月

1971年9月

1973年9月

1974年4月

1977年10月

関西支店を開設

東北支店を開設

九州支店を開設

三和コンピュータ株式会社に商号変更

北海道支店を開設

株式会社エー・エル・ピーを子会社化

株式会社シェアード・ソリューション・サービスを

子会社化

設立50周年

三和大栄電気興業株式会社（現サンワコムシスエンジニアリ

ング株式会社）において、NEC製コンピュータのメンテナンス

サービスに進出

メンテナンスサービス部門を分離独立、三和コンピューター

サービス株式会社設立

電波、超音波、オプト等の電波応用機器の開発事業を開始

三和大栄電気興業株式会社から電算機部門（販売、

システム）を継承

日本電気株式会社と販売特約店契約を締結

オーランドフーズ株式会社

小田急グループ

株式会社関電工

関東化学株式会社

小松ウオール工業株式会社

サンワコムシスエンジニアリング株式会社

住友商事マシネックス株式会社

安田倉庫株式会社

大日本印刷株式会社

株式会社太平洋クラブ

大和ハウス工業株式会社

タツタ電線株式会社

株式会社タバタ

中央電子株式会社

テーブルマーク株式会社

株式会社テクノ菱和

東急グループ

株式会社東計電算

株式会社東光高岳

東洋水産株式会社

株式会社ナイキ

日本アビオニクス株式会社

日本電気株式会社

バン工業用品株式会社

藤田観光株式会社

株式会社富士通エフサス

三井不動産株式会社

三菱地所グループ

三菱ＵＦＪニコス株式会社

美和ロック株式会社

事業内容



ホテル向け

ソリューション

ゴルフ場向け

ソリューション

企業年金基金向け

ソリューション

セキュリティソリューション

顔認証ソリューション

ITインフラソリューション

IPコミュニケーション

業務支援システム

PRODUCTS

ホテルシステム

ゴルフ場システム

企業年金基金システム

経理システム

債権管理システム

入退室管理システム

監視カメラシステム

見守りソリューション

おもてなしソリューション

生体認証による

入退室管理

企業内インフラ構築

ＩＰテレフォニーシステム

販売･仕入･顧客管理

システム

労務・人事系システム

財務管理システム

ＩＴ資産管理システム

ワークフローシステム

クラウドサービス

ＲＰＡシステム

製造業・建設業向け

システム

２０２１.７

国内大手チェーンシェアＮｏ .1のＮＥＣ製のホテルシステム（ＮＥＨＯＰＳ）を基軸とし、経営戦略ソ

リューション、営業系ソリューション、管理系ソリューション、インフラ系ソリューション及び２４時間体

制の運用保守ソリューションとホテル業務のサポートをワンストップサービスにてご提供します。また

顔認証技術を活用した安全・安心の「おもてなしソリューション」もご提案します。

全国５００コース以上の豊富な導入実績を持つゴルフ場システムです。顧客の視点、経営の視点、

現場の視点、ゴルフビジネスを総合的な視点でとらえ、求められる課題を解決するための数々の戦

略をご用意し、最適なプランをプロデュースします。「ゴルフ場システム Ａｐｐｒｏａｃｈ／ＲＯＵＮＤＮＡＶＩ」

加入者及び受給者の届出処理、年金・一時金額計算問い合わせ、支払処理などの企業年金業務

をトータルに管理できるシステムです。また、給付におけるキャッシュバランスプランにも対応できま

す。

厚生年金基金・企業年金基金の経理処理に対応し、「年金経理」「業務経理業務会計」「業務経理

福祉施設会計」を独立して運用管理する事が可能な基金経理処理に特化しています。

「企業年金基金システム Ｃｐｆ.ｎｅｔ」

「ＰＣ経理.ｎｅｔ」

銀行からの告知額データ取込やファクタリング会社からの収納結果データ取込により、スムーズな収

納処理を実現するほか、システム標準の各種帳票をご活用頂けます。 「ＰＣ債権.ｎｅｔ」

最新のバイオメトリクス認証技術を駆使した、虹彩認証や静脈認証・顔認証などの生体認証システ

ムによるセキュリティの向上で不正アクセスや侵入の防止をはじめ、ＲＦＩＤなどの近距離無線通信を

用いた自動認識技術をお客様のニーズに合わせた最善の方法をご提案します。

最新のハイエンドカメラをはじめ、ＡＩを搭載したカメラにより今までの撮る・見るの管理から検知や認

識・識別・判定の高精度化の領域まで実現されることで、防犯や事故防止だけでなく行動や計測な

どが可能となりリアルタイムで予兆検知や未然防止まで有効的に活用できます。また、赤外線を利

用したサーモグラフィカメラによるパンデミック対策として発熱検知及び体表温度検査を実施するこ

とで未然に防ぐことができます。

ＩＰカメラやタブレットを利用することで非接触による入退室管理を行うことができます。紛失やなりす

ましも難しいため、安全で衛生的なセキュリティレベルの非常に高い入退室管理をご提供します。勤

怠管理と連動することでシームレスな管理を実現します。

ＩＰカメラを利用し施設利用者の外出をメール、ランプ点灯などで職員様にお知らせ。様々な利用者

の迅速なアテンド対応を実現します。

ＩＰカメラを利用しリピーター顧客（ＶＩＰ）の来店時にお知らせ。迅速なサービス提供を実現します。

豊富な実績とノウハウを生かし、一般オフィスからホテル・病院・大規模工場など様々なニーズに対

応したＬＡＮ・ＷＡＮ・仮想ネットワーク（ＳＤＮ）設計・工事を実施します。また、無線ＬＡＮ環境のサイ

トサーベイ・設計・工事をご提供します。

音声をＩＰすることによって、電子電話帳に登録された社員の在席確認や、電話機のかわりにＰＣ上

で動作するソフトフォンの利用、社内では内線として使え、外出先では携帯として使える無線ＬＡＮ携

帯端末によるシステムを構築できます。更にそれらと連携するシステムとして、伝言や通話内容をや

りとりするボイスメール・ＷＥＢ会議システムなど、生産性の向上に貢献できるシステムをご提供しま

す。

あらゆる規模の販売形態に対応し、販売管理、仕入・在庫管理、顧客管理などのソリューションをご

提供します。スムーズで効率的で徹底した顧客管理を可能とします。

人事管理、給与計算、就業管理など企業の要となる人的資源の情報を簡単かつ確実に管理します。

さまざまな勤務体系、給与体系にもフレキシブルに対応。企業の競争力を飛躍的に向上させ、人と

企業の活性化を高次元で実現します。

顔認証システムと勤怠管理システムを連携させることによって、従業員の「勤怠打刻」や「勤怠申請

時刻とのかい離チェック」を実現します。 「顔認証勤怠管理ソリューション」

財務会計・固定資産管理・税務申告など、経理部門全体の効率アップを推進します。経営管理体

制を強化し、効率化するシステムをご提供します。

ＩＴ資産の効率的管理、機器情報と契約情報を同時管理、ソフトウェア資産管理（含ライセンス管理、

好ましくないＡＰの利用制限・削除）、ＭＳ更新プログラムの自動摘要、ウィルス対策ソフト情報管理

等を通して、管理コストの削減を実現できます。

販売・生産・物流・会計・人事・給与などの基幹業務システムと連動した電子決済システムや、稟議

書・見積書・営業日報などのワークフローシステムをご提供します。

クラウド基盤にＥＲＰシステムなどの仮想サーバを構築し、ご提供します。

ＲＰＡシステム導入における、業務分析・設計・作成支援までをトータルサービスとしてご提供。ＤＸ

化、アフターコロナでの生産性の向上を実現します。

受注から出荷に至る情報を一元管理します。売掛金や買掛金・販売計画・販売分析など、お客様の

業務に最適なシステムをご提供します。

自動チェックイン

チェックアウト
ＫＩＯＳＫ端末を導入することで宿泊施設のチェックイン・チェックアウトの手続きの自動化を実現し人

材不足やフロントの混雑に対し、フロント業務の省力化を実現します。

特定退職金共済制度

管理システム
被共済者や事業所情報を一元的にシステム管理することで、各種の問合せや支払・収納処理にお

ける担当職員様のご負担を大幅に軽減できます。多種多様な機能を標準装備しており、被共済者

及び事業所に対するサービス向上が期待できます。


