
COMPANY PROFILE

SOLXYZとは、”Solution”と”xyz”を合成したもので、
究極の問題解決を提供したいという願いが込めら
れています。私たちはお客様の夢を実現するソリュ
ーション・カンパニーを目指します。

本社

福岡営業所

〒108-0023    東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 13階
TEL.03-6722-5011（代表）　FAX.03-6722-5021

〒812-0038  福岡県福岡市博多区祇園町4-2  博多祇園BLDG.8F
TEL.092-283-8411　FAX.092-283-8412

https:www.solxyz.co.jp

オンリーワン 専門店化

業種、業務別に専門特化した
非価格競争力の強化

POINT

３つの成長戦略で
ソルクシーズグループは企業価値向上を目指します

専門店化 収益構造の最適化

POINT

安定した収益基盤の構築を目
的にSIビジネスとストック型ビ
ジネスの両輪を対等にする

中国 ASEAN

グローバル展開

POINT

中国・ASEAN諸国のマーケット
に対し、製品・サービスを展開

CASE

IoT

FinTech

AI

System Integration

Cloud Computing

成長分野への積極的な投資

ソルクシーズ及びグループ各社のリソースを有効に活用し、
様々な領域に必要とされる新しい分野に向けて、ビジネスを
展開しています。

ストック型
ビジネス

ＳＩ
ビジネス

50% 50%

成長戦略

2020.5.1

東京ANNEX 〒108-0022 東京都港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X 6階



お客様のニーズに最適なソリューションをご提供します。

SIビジネス

プログラムの作成だけではなく、システム開発に必要な一連の作業であるシステムの企
画・立案、必要なハードウェア、ソフトウェアの選定・導入、完成したシステムの保守・管理
までを総合的に行います。

ストックビジネス
クラウドやパッケージシステムの開発・販売などの事業です。当社グループでは安定収
益業務と言う意味で、ＳＩビジネスと区別して「ストックビジネス」と呼んでおり、その拡大
を推進しています。

SIビジネスとストックビジネスの両輪で、
ソルクシーズグループは、

InfiniteConsulting

InfiniteConsulting

ＳＩ
Business

Stock
Business

Change,
Challenge
& Speed
お客様の業務改革を支えるのは

大胆で独創的な発想力
そして、迅速な対応力です

お客様と理想を追求。
共に進化を…。

DX（デジタルトランスフォーメーション）
の浸透が続き、国内 ITサービス市場を
牽引しています。企業はこれらの技術革
新を新しいビジネス基盤として取り入
れるなど、国内の IT市場の成長には切
り離せないものとなりました。また、そ
の一方で情報セキュリティの脅威は増
幅し、大きな経営課題となっています。

このように急速に時代が変革して行く中
で、私共 ITベンダーが生き残るには、大胆
かつ独創的な発想力をもって、ITのプロ
フェッショナル集団としての高付加価値
サービスを提供し、お客様の描くビジネ
スの理想を追求しなければなりません。

ソルクシーズは1981年に設立以来、金
融・通信・官公庁などさまざまな分野の
システム受託開発で培った豊富な経験
とノウハウ、高い専門知識、そして、卓越
した技術開発力を背景に、お客様のニー
ズに的確に対応するブティック（専門店）
化戦略を展開して参りました。これらの
実践で得た経験・知識・技術を武器に、
加えて、当社のモットーである「Change, 
Challenge and Speed」を意識し、更なる
時代の変革に迅速に対応して参ります。

代表取締役社長 長尾 章

各業種に特化したITサー
ビスとソリューションの提供
■証券、信販・クレジット、⽣損保
■情報・通信、メディア、製造、流通
■官公庁
■セキュリティサービス

システムの企画・提案に関
するコンサルティング、シス
テムマネジメント⽀援
■銀⾏、証券、信販・クレジット
■情報・通信、メディア、製造、流通

クレジット業務全般に関す
るシステムの企画・提案、
コンサルティングサービス
■信販・クレジット

株式会社
アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング

株式会社
インフィニットコンサルティング

銀⾏を中⼼としたソフトウェア
受託開発事業、オープン系
パッケージソフトの開発・販売
■銀⾏・信⽤⾦庫

株式会社 エフ・エフ・ソル

投資信託⾏・投資顧問
会社向けのシステム開発、
コンサルティングサービス
■投信・投資顧問、J-REIT

ICTインフラ分野のコンサル
ティングから提案・設計・構
築まで⽀援
■情報・通信

オブジェクト指向技術を⽤
いた、組込システムの設計
⽀援、⼈材育成のサポー
トなど実践型コンサルテー
ション
■製造（⾃動⾞・OA機器）

組込・制御・計測系を中
⼼としたソフトウェア受託開
発、ソリューションの開発・
販売
■製造
■官公庁

⾃動⾞教習所向け効果
測定や学科学習システム、
基幹システムの開発・販売。
学⽣向けeラーニングシステムの
開発・販売
■⾃動⾞教習所
■学習塾

監視カメラ・⾳響・映像な
どの設備設置及びデジタル
サイネージ関連機器とコン
テンツ作成・企画

■アミューズメント、不動産
■美容院、アパレル

企業向けオンラインストレ
ージサービス及び、クラウド
帳票サービス
■各種企業

⼀般コンシューマー及び施
設向けの複数センサーによ
る⾒守りシステムの企画・
製造・販売
■⼀般家庭、介護施設

株式会社 コアネクスト 株式会社 アスウェア 株式会社 エクスモーション 株式会社 イー・アイ・ソル 株式会社 ノイマン 株式会社
インターディメンションズ

株式会社 Fleekdrive いまイルモ



● 一般社団法人東京都情報産業協会
● FSA（富士通系ソフトウェア業グループ）
● UMTP/JAPAN 特定非営利活動法人
    UMLモデリング推進協議会
● 一般社団法人  日本クレジット協会
● IoT推進コンソーシアム
● ブロックチェーン推進協会
● 一般社団法人  IT産業懇話会
● 証券コンソーシアム
● スマートエスイーコンソーシアム

会社概要
● 社　　　名

● 設　　　立
● 資　本　金
● 事 業 内 容

● 売　上　高
● 所　在　地
　　　　　　

● 従 業 員 数
● U　 R　 L

株式会社 ソルクシーズ（東証一部：4284）
QMS認証取得企業　ISMS認証取得企業
経済産業省「情報セキュリティ監査企業台帳」登録企業
1981（昭和56）年2月4日
14億9,450万円（2020年6月30日現在）
SI／受託開発業務（システムコンサルティング、システムの設計・開発・運用・保守）、
ソリューション業務（セキュリティコンサルティング、パッケージシステムの開発・販売・保守）及び関連機器の販売等
【単独】92億円　【連結】134億円（2019年度実績）
【本社】〒108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 13階
　　　 TEL.03-6722-5011（代表）　FAX.03-6722-5021
【東京ANNEX】〒108-0022 東京都港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X 6階
【福岡営業所】〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町四丁目2番 博多祇園BLDG.8F　TEL.092-283-8411　FAX.092-283-8412
システムエンジニア419名　営業他スタッフ52名　合計471名／グループ合計746名　（2020年6月30日現在）
 https://www.solxyz.co.jp

● 株式会社インタートレード　https://www.itrade.co.jp/
〒104-0033 東京都中央区新川1-17-21 茅場町ファーストビル3F  TEL.03-3537-7450  FAX.03-3537-7460

● 株式会社エーアイ　https://www.ai-j.jp/
〒113-0024 東京都文京区西片1-15-15 KDX春日ビル10F  TEL.03-6801-8461  FAX.03-6801-8462

● 株式会社エー・ソリューションズ　https://www.a-sols.co.jp/
〒162-0067 東京都新宿区富久町13-15 サウスタワー4F  TEL.03-6758-1203  FAX.03-5919-2299

● エス・エー・エス株式会社 　http://www.sas-com.com/
〒108-0073 東京都港区三田3-4-10 4F  TEL.03-5427-3663  FAX.03-5427-3664 

● エンカレッジ・テクノロジ株式会社　https://www.et-x.jp/
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 トルナーレ日本橋浜町7F  TEL.03-5623-2622  FAX.03-3660-5822

● コスミック株式会社　http://www.cosmic-net.com/
〒111-0056 東京都台東区小島2-14-4 リベラ新御徒町ビル8F  TEL.03-5825-6606  FAX.03-5825-6605

● ジーフィット株式会社　https://gfit.co.jp/
〒105-0003 東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F  TEL.03-6403-9482

● 株式会社東忠　http://www.totyu.com/　
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-11-20 オフィススクエアビル5F  TEL.03-5350-3204  FAX.03-5350-3203

● 豊田通商株式会社　名古屋本社（本店）　https://www.toyota-tsusho.com/　
〒450-8575 愛知県名古屋市中村区名駅4-9-8 センチュリー豊田ビル  TEL.052-584-5000（代表）

● ニューイング・ソフト株式会社　https://www.newingsoft.co.jp/index.html　
〒060-0061 北海道札幌市中央区大通東3-1-27 富士ビル4F  TEL.011-200-2822  FAX.011-200-2823

● ニューコン株式会社　http://www.newcon.co.jp/
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-41-12 日暮里コミュニティビル  TEL.03-3805-2584  FAX.03-3805-2508 

● 明治安田システム・テクノロジー株式会社　https://www.mytecno.com/
〒135-0016 東京都江東区東陽7-1-2 イーストネットビルディング  TEL.03-3590-0230  FAX.03-3590-0232

（注）中田喜與美、前田裕次、佐野芳孝は
 会社法第２条第１5号に定める
 社外取締役です 

代表取締役社長 長尾 章
常務取締役 萱沼　利彦
常務取締役 長尾　義昭
常務取締役 秋山　博紀
取　締　役 小森　由夫
取　締　役 金成　宏季
取　締　役 渡辺　博之
取　締　役 樺嶋　利保
取　締　役 江口　健也
取　締　役 市川　恒和
取締役 常勤監査等委員 石田　穂積
取締役 監査等委員 中田喜與美
取締役 監査等委員 前田　裕次
取締役 監査等委員 佐野　芳孝

● みずほ銀行 新橋中央支店
● 三菱UFJ銀行 浜松町支店
● 三井住友銀行 大森支店
● きらぼし銀行 浜松町支店

No.4493-ISO9001
（SI営業部・SI事業本部・
クラウド開発事業部）

子会社

業務提携先

役員

加盟団体

取引銀行

Company Profile
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会社概要
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● 株式会社エフ･エフ･ソル　http://www.ffsol.co.jp/
〒108-0022 東京都港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X  TEL.03-6722-5030  FAX.03-6722-5031

● 株式会社イー･アイ･ソル　https://www.ei-sol.co.jp/　
〒108-0022 東京都港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X  TEL.03-6722-5040  FAX.03-6722-5041　

● 株式会社インフィニットコンサルティング　https://www.infinite-cs.co.jp/　
〒108-0022 東京都港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X  TEL.03-6722-5055  FAX.03-6722-5056　

● 株式会社ノイマン　https://www.neumann.jp/　
〒108-0022 東京都港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X  TEL.03-6722-5061  FAX.03-6722-5060　

● 株式会社インターディメンションズ　http://www.interdim.co.jp/
 （東京本社）〒108-0022 東京都港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X  TEL.03-6809-3788  FAX.03-6809-3800
 （東日本営業部）〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町3-20  TEL.022-290-7635  FAX.022-290-7636
● 株式会社エクスモーション　https://corporate.exmotion.co.jp/
〒141-0032 東京都品川区大崎2-11-1 大崎ウィズタワー23F  TEL.03-6420-0019  FAX.03-6420-0083

● 株式会社コアネクスト　http://www.corenext.jp/
〒108-0022 東京都港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X  TEL.03-6722-5058  FAX.03-6722-5059

● 株式会社アスウェア　http://www.asware.jp/
〒108-0022 東京都港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X  TEL.03-6722-5720  FAX.03-6722-5712

● 株式会社Fleekdrive　https://www.fleekdrive.com/
〒108-0022 東京都港区海岸三丁目9番15号 LOOP-X  TEL.03-6722-5015  FAX.03-6722-5025

● 株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング　https://www.ariadneinternational.com/
〒163-1030 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿パークタワー

（証券コード:４２８４）



組織図 （2020年1月1日現在）

会社沿革
受託ソフトウェア開発事業を目的に株式会社エポックシステム設立

通商産業省「システムインテグレータ」登録企業となる

福岡県福岡市博多区に福岡支社（現福岡営業所）を設置

株式会社トータルシステムコンサルタントと合併

商号を株式会社エポック・ティーエスシーとする　

商号を株式会社ソルクシーズとする

JASDAQ市場に上場（銘柄コード 4284）

資本金を6億5000万円とする

全社業務を対象にISMSの認証取得

（平成15年1月からセキュリティ・コンサルティングサービス開始）

株式会社エフ・エフ・ソル（連結子会社）設立

経済産業省「情報セキュリティ監査企業台帳」登録企業となる

中国海口市に海南紐康信息系統有限公司（合弁会社）設立

株式会社イー・アイ・ソル（連結子会社）を設立

SBIホールディングス株式会社と資本・業務提携

株式会社インタートレードと資本・業務提携

第三者割当増資 資本金を10億5200万円とする

東京都港区芝に本社を移転

株式会社シー・エル・ソル（連結子会社、現株式会社tecoを設立)

ニューコン株式会社と資本提携

株式会社インフィニットコンサルティング（連結子会社）を設立

株式会社エーアイと資本・業務提携

丸紅株式会社と資本・業務提携

第三者割当増資　資本金を14億9450万円とする

株式会社ノイマンをM&Aにより連結子会社化

2008年3月2008年3月

2008年9月2008年9月

2009年2月2009年2月

2009年8月2009年8月

2009年12月2009年12月

2010年3月2010年3月

2010年11月2010年11月

2010年12月2010年12月

2012年11月2012年11月

2015年11月2015年11月

2015年12月2015年12月

2016年6月2016年6月

2017年4月2017年4月

2017年5月2017年5月

2018年7月2018年7月

2018年7月2018年7月

2019年2月2019年2月

2019年5月2019年5月

2019年12月2019年12月

2020年4月2020年4月

株式会社インターコーポレーションの全株式を取得し、

連結子会社化（これに伴い、株式会社ディメンションズを孫会社化）

株式会社エクスモーション（連結子会社）を設立

株式会社ノイマンによる株式の取得により、

株式会社ワイ・エス・アールを孫会社化

株式会社ディメンションズを子会社化

株式会社コアネクスト（連結子会社）を設立

株式会社ノイマンがその100％子会社である

株式会社ワイ・エス・アールを吸収合併

株式会社アスウェア（連結子会社）を設立

株式会社インターコーポレーションと株式会社ディメンションズが合併し、

社名を株式会社インターディメンションズに改称

国際品質保証規格ISO9001:2008認証を取得

株式会社ノイマンがアセアン・ドライビングスクール・ネットワーク合同会社設立

東京証券取引所市場第二部に市場変更

東京証券取引所市場第一部に指定替え

ニューイング・ソフト株式会社と資本・業務提携

豊田通商株式会社と資本・業務提携

ジーフィット株式会社と資本・業務提携

株式会社エクスモーションが東京証券取引所マザーズ市場へ上場（証券コード4394）

東京都港区芝浦に本社を移転

東京都港区海岸に東京ANNEXを移転

株式会社Fleekdrive（連結子会社）を設立

株式会社ノイマンが株式会社tecoを吸収合併

株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティングと資本・業務提携し、連結子会社化

1981年2月1981年2月

1988年8月1988年8月

1991年2月1991年2月

1998年1月1998年1月

2001年4月2001年4月

2001年7月2001年7月

2002年11月2002年11月

2003年３月2003年３月

2003年７月2003年７月

2004年5月2004年5月

2005年12月2005年12月

2006年4月2006年4月

2006年4月2006年4月

2006年4月2006年4月

2006年11月2006年11月

2006年12月2006年12月

2007年3月2007年3月

2007年5月2007年5月

2007年7月2007年7月

2007年11月2007年11月

2007年11月2007年11月
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株 主 総 会株 主 総 会

取 締 役 会取 締 役 会

監査等委員会監査等委員会

社　　長社　　長

内部監査室内部 監査 室

経営企画室経営 企画 室
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●応用情報処理技術者（含む一種/ソフトウェア開発技術者） 83名
●基本情報処理技術者（含む二種情報処理技術者） 223名
●高度情報処理技術者 59名
● IBM DB2 エンジニア 2名
●Microsoft MCP: マイクロソフト認定プロフェッショナル 13名
● Sun SJC-P: Sun認定　Javaプログラマ 16名
● Sun SJC-WC:Sun認定 Webコンポーネントディベロッパ 6名
● XML Master　XML技術者 20名
● Project Management Professional 2名

● ORACLE MASTER Silver 41名
● ORACLE MASTER Gold 23名
● ORACLE MASTER Platinum 5名
● ISO27001 Provisional Auditor 1名
● ISO9000:2000 Provisional Auditor 1名
●公認情報セキュリティ監査人 1名
●認定プライバシーコンサルタント 2名

主な取引先

業績推移

資格取得者

販売代理店契約先
● あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
●アクセンチュア株式会社
● 株式会社アプラス
● 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
● 株式会社エクサ
● SAS Institute Japan株式会社
● SCSK株式会社
● SBI Ripple Asia株式会社
● NECソリューションイノベータ株式会社
● NTSホールディングス株式会社
● 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
●コベルコシステム株式会社
● 株式会社システムオリコ
●ソニー銀行株式会社
● 株式会社ソラスト
● TIS株式会社
● 株式会社東京証券取引所
● ニッセイ情報テクノロジー株式会社
● ニフティ株式会社

● 株式会社日本証券クリアリング機構
●日本相互証券株式会社
● 日本電気株式会社
● 株式会社日立社会情報サービス
● 株式会社日立製作所
● 株式会社日立ソリューションズ
● 株式会社ビット・エイ(コメリグループ)
● 富士通株式会社
● 株式会社富士通アドバンストエンジニアリング
● 富士通エフ・アイ・ピー株式会社
● 株式会社不二家システムセンター
● マネックス証券株式会社
● マネータップ株式会社
● みずほ証券株式会社
● 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
● 三井住友信託銀行株式会社
● 三井住友トラストクラブ株式会社
● 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
● 株式会社ヤクルト本社

● SB C&S株式会社
●エンカレッジ・テクノロジ株式会社
●株式会社大塚商会
●キヤノンマーケティングジャパン株式会社
●株式会社グリーンハウス
● JBCC株式会社
●株式会社システナ
●シネックスジャパン株式会社
●スーパーストリーム株式会社
●大興電子通信株式会社
●ダイワボウ情報システム株式会社
●富士通株式会社
●株式会社富士通マーケティング
●株式会社ミロク情報サービス
●ユニアデックス株式会社
●横河レンタ・リース株式会社
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ソルクシーズグループ

株式会社ソルクシーズ

株式会社エフ・エフ・ソル

株式会社イー・アイ・ソル

株式会社インフィニットコンサルティング

株式会社ノイマン

株式会社インターディメンションズ

株式会社エクスモーション

株式会社コアネクスト

株式会社アスウェア

株式会社 Fleekdrive

各業種に特化したＩＴサービスとソリューションの提供

銀行を中心としたソフトウェア受託開発事業、オープン系パッケージ
ソフトの開発・販売

組込・制御・計測系を中心としたソフトウェア受託開発、ソリューシ
ョンの開発・販売

システムの企画・提案に関するコンサルティング、システムマネジメ
ント支援

自動車教習所向け効果測定や学科教習システム、基幹システムの開発
・販売。学生向けｅラーニングシステムの開発・販売

監視カメラ・音響・映像などの設備設置、及びデジタルサイネージ関
連機器とコンテンツ作成・企画

オブジェクト指向技術を用いた組込システムの設計支援、人材育成の
サポートなど実践型コンサルテーション

投資信託・投資顧問会社向けのシステム開発・コンサルティングサー
ビス、開発ツールの販売・導入支援・技術支援・システム開発

ＩＣＴインフラ分野のコンサルティングから提案・設計・構築まで支援

企業向けオンラインストレージサービス、及びクラウド帳票サービス

ソルクシーズ  ソリューション販売部

ハード、インフラから各種ソリューションサービス
をアレンジ・課題解決はご相談ください！

・クラウド基盤   　・ＢＩ（データ分析）
・Ｗｅｂサイト脆弱性診断  　・業務アプリ
・セキュリティ対策（運用、対策ソフト） 　・システム開発

ソルクシーズのキャラクター

「そるくん」

ＴＥＬ．03-6722-5014

商品・サービスのお問い合わせ

ソリューション販売部

〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-2
ｍsb Tamachi 田町ステーションタワーS（13F）

https://www.solxyz.co.jp
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InfiniteConsulting

AC 株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング クレジット業務全般に関するシステムの企画・提案、コンサルティン
グサービス

InfiniteConsulting
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実装品質の良し悪しを判断

ソフトウェアの設計・実装品質を診断するC言
語用品質診断ツール。ソースコード静的解析
ツールQACと連携して動作し、ソフトウェアの
品質を総合的に診断。

杯王：カップオウ

個品割賦システム

個品クレジット（個品割賦）に特化した基幹業
務システム。Webシステムを採用。一連の業務
に加えスコアリングや加盟店分析など、多彩な
機能を装備。

Fleekシリーズで「働く」が変わる

文書文書管理や企業の拠点間・取引先とのセキ
ュアなファイル共有から送受信まで、働き方改
革の一端を担う次世代のオンラインストレージ
サービスです。

複数のセンサーを利用して、離れて暮らす大切
な方の暮らしぶりをスマートフォンから見守る
ことができるサービス。大切な方の日々の暮ら
しをサポートします。

離れて暮らす家族を、プライバシーを気にせず見守りたい

業務アプリケーションを超高速開発！

設計情報からWebアプリケーションツールを自
動生成。ノンプログラミング技術で業務アプリケ
ーションの超高速開発が可能、短納期・高品質
なシステム開発を実現。

システム開発の常識をくつがえす！

設計情報から業務システムのデータベースやプロ
グラム※を自動生成。高品質＆高生産性なシステ
ム開発を実現。※：C#/Java/Ruby/スマートデバイス
（iOS/Android）

基本設計～詳細設計の落とし込み自動化

SysML･UML･DFD等の汎用モデリング言語
で記述されたアーキテクチャモデルと、
MATLAB／Simulinkのモデルを相互に変換す
るモデル変換ツール。

勤怠システムソリューション

あらゆる業種・異なる勤務形態・雇用形態・給
与形態の勤怠を一括処理・管理。勤務時間集
計から給与明細打ち出しまでの作業を大幅に
短縮。完全Web対応。

経営基盤ソリューション（会計・人事・給与）

さまざまな課題に対応する経営基盤として、意
思決定の迅速化と全社的なビジネスプロセス
の最適化を支援する統合業務パッケージ。

教育

汎用業務パッケージ

汎用開発ツール

組込系パッケージ

クラウド

金融系パッケージ

フリークドライブ

組込み系開発ツール
エクスキュート エムトリップ ジェネクサス ワグビー

スーパーストリーム
エヌエックス

IｏT

工場内生産設備や工作機械等の予知保全を実
現する計測装置とネットワークを活用したシス
テム構築をサポートします。

機材装置の予知保全

状態監視／予知保全システム
マイナンバー収集・保管クラウドサービス

従業員とその扶養家族のマイナンバーを、企
業がクラウド環境でセキュアに収集・保管・
管理するための支援サービス。企業の業務負
担の軽減とセキュリティを重視。

空気環境「見える化」ツール

マルチセンサーとクラウドシステムを利用して、
温度湿度、たばこの匂いをデータ管理。
施設内の空気環境をリアルタイムに監視して
快適環境の維持に貢献。

業界初となる25fpsの高速処理により突発音
などに対するリアルタイムでの可視化が可能。
音の可視化でピンポイントな騒音・異音・防音
等の対策が可能に。

世界初！25fpsの高速処理

リアルタイム音源可視化／音源探査装置

タブレットPCを使用したポータブル騒音計。
通常の騒音計にはないビジュアル化を含む多
彩な機能を搭載。マイク以外のセンサーにも対
応。

騒音の分析

ポータブル騒音計

自動車教習所に特化した業務パッケージ

自動車教習所向け、業務管理システム・料金
管理システム・教習予約管理システム。入校
・検定・帳票の管理に加え、予約配車管理の
完全自動化が可能。iPadにも対応。

教習所システム

モデル
エバリュエーター

設計品質の良し悪しを判断

MATLAB／Simulinkモデルの品質を診断する
ツール。MATLAB／Simulinkモデルの品質を
定期的に診断することで、モデル品質の向上や
維持が可能になります。

MODEL
EVALUATOR
設計計品品質の良しし悪悪しを判判断計設計計計品質品質のの良良し悪し悪し悪しを判判断

ラブビュー

先端技術による商品開発をお手伝い

NI社LabVIEWを採用し、長年の経験に基づい
た独自技術と共に構築した計測・制御・実験・
検査・テストシステムソリューションをご提供。

キンロウノシシ イーアクリス スリー プラス

個人信用情報照会システム

個人信用情報機関3機関へのCPU同時接続を
実現したパッケージです 。貸金業法におけ
る指定信用情報機関間の相互交流ネットワー
ク(FINE)対応。

e-Acris Ⅲ plus

教習業務をスマート化、教習生のサービスを向上

教習所の業務をスマート化し、スマートフォ
ンアプリを利用して教習生の利便性・満足度
を向上する次世代システム。教習所の目的に
合わせた機能も充実。

ドライヴィットコジロウ

学習者の理解度に合わせて取り組めるeラーニ
ングシステム。5教科に加え、SPI対策用、運行
管理者試験対策用も登場。タブレットやスマー
トフォンで手軽に学習可能。

学生向けｅラーニング（塾・学校・個人向け）

コジロームサシ

効果測定&学科学習システム

全国700校以上に利用され、教習所におけ
る試験業務の省力化、合格率の向上、教習
生の安全運転知識向上や事故防止に貢献。
外国語4言語に対応し、スマートフォンで
も学習可能。

ムサシ

デジタル視聴覚教材(第一種免許･第二種運転免許用)

自動車教習所向けの学科授業用視聴覚教材。最
新の実写映像を使用。デジタル教科書、独自教
材作成、自社資料の取り込み、各機能をタッチペ
ンで操作でき実践的な学科教習を実現。

エヌ・プラス

InfiniteConsulting

ＳＩ
Business

Stock
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In

ソルクシーズグループは、
SIビジネスとストックビジネスの両輪で、
お客様のニーズに最適なソリューションをご提案します。
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