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理念
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＜当社のミッション＞

すぐれた技術を調査して紹介する
活用を支援する 活用したサービスを作る

＜当社のビジョン＞

ITを使った楽しい暮らしをリードする

チーム構成

EC部門
ECサイトなど社外取引用WEBサイトの

企画・構築および運用の支援
Team XR

すこし先の新しくて楽しい“体験”を実現する
基礎技術の開発や実験を担当

医療・福祉部門
センサーやAIなどの技術を

医療機器や福祉機器の分野で活用

製品・サービス 医療機器・介護福祉向け製品 エンターテインメント製品 ECサイト 構築&サポート

当社のロゴである、手を振っているパソコンは、ITに親しんでいただき、ITを楽しく活用していただきたい、という願いを込めたものです。
私たちの使命は、新しい技術を皆様のお仕事や暮らしに役立てていただくことです。
「システムフレンド」という社名どおり、ITでお客様の素敵なアイディアの実現をお手伝いをする、頼りになる友人でありたいと願っています。



第23期（2020年6月）売上構成
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BtoCシステム 27%
BtoBシステム 11%
その他システム 9%

EC部門 47％

XR部門 34%

医療福祉部門 19%

部門別

広島および中国地方 12%

首都圏 83%

その他の地域 5%
地域別

直ユーザー 74%

Sier 12%

同業者 9% 代理店 5%

取引先区分別

株式会社電通
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
株式会社三菱ケミカルホールディングス
株式会社コア
株式会社ホロラボ
富士通株式会社
日本テレビホールディングス株式会社
株式会社日本ユニテック
サンキ・ウエルビィ株式会社
ティーライフ株式会社
旭エレクトロニクス株式会社
株式会社グッドスマイルカンパニー
アルスロデザイン株式会社
日本ビスカ株式会社
広島大学
大日本印刷株式会社
株式会社理舎
株式会社ミカサ
マルニ商事株式会社
株式会社サカワ
女子美術大学
東京レコードマネジメント株式会社
株式会社シンギ
有限会社サンタネ
有限会社キッズモンスター
兵庫医科大学
株式会社ジェイ・エム・エス
プライムメディカ株式会社
株式会社ADI.G
任天堂株式会社
タック株式会社
株式会社竹中工務店
株式会社ディーキューブ
株式会社ジュエリー京都
株式会社アイカ
株式会社三友

主要取引先



EC部門紹介
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ADI.G オンラインストア
EC-CUBE４系を利用したデンタル商品販売サイト
クレジット決済による定期受注を実装している

広島大学 公式サイト
オープンソースCMSであるDrupalにて構築
合格発表時のアクセスにも耐えられるよう工夫している

ティーライフ 通販サイト
EC-CUBEを利用したお茶の通販サイト
基幹システムと連携し定期購買などを実現

BtoCサイト事例

BtoBサイト事例

PLUS スマート介護 （Sier：株式会社コア）
代理店経由での介護事業者が購入できる
EC-CUBEベースの弊社独自パッケージを利用している

日本ビスカ Mr.WEB予約
150ほどの医院で利用されている予約システム
各種レセコンとも連携が可能である

PLUS スマートスクール （Sier ：株式会社コア）
代理店経由での学校などが購入できる
旧サービスをEC-CUBEベースのサイトにリプレースした

企画段階から開発、運用支援に至るまで、重要な社外取引WEBサイトのお手伝いをしています。



XR部門紹介

この文書は秘密として管理されており、不正競争防止法により営業秘密として保護されています。株式会社システムフレンド 5

「BiliBili World 2019 上海」で展示したアプリ
スマホに搭載されたソニーのToFセンサー搭載の
高精度な手認識を用いて、現実空間に現れる
洛天依とじゃんけんゲームを楽しめます。

HoloLens, Oculus, Magic Leap 1 等のxRデバ
イス用アプリ開発
各種デバイスに対応可能。
機械学習エンジンTensorFlowと連携して物体が何
であるかを判別するデモなども公開しています。

すこし先の新しくて楽しい“体験”を実現する、基礎技術の実験や開発を行ってい
るスーパーテクニカルチームです。

現実空間のセンシング、現実空間と仮想空間を重ね合わせにより、
“見えないものが見える、触れられる、感じられる”
ようにするのが得意です。

テクノロジーとしては xR や 機械学習 分野をカバーしています。

これらに関する楽しい実験をしてデモを公開したり、実際にこの分野の製品を作っ
ておられる会社さまと協力してｘRアプリケーションやSDKの開発を行っています。

高い技術力により米国Microsoft
社のAwardを受賞した開発者が
とにかくフレンドリーにご担当します。

Unity向けSDK設計開発
CやC++ライブラリをアレンジして、Unity開発者にわか
りやすいSDKとして設計・開発します。

スマホARアプリ xRデバイスアプリ 各種SDK開発

続きはWebで! https://www.systemfriend.co.jp/rdxr

https://www.systemfriend.co.jp/business/rdxr


医療・福祉部門紹介
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一般医療機器 関節運動テスタ 【医療機器届出番号 34B2X10008000001】

Mobile Motion Visualizer 鑑 AKIRA
各種デバイスやインターネット関連の開発技術を用いて、医療・福祉向けの機器を開発しています。

Journal of biomechanics Vol.71 論文掲載広島国際大学 田中先生他
Gait & Posture Vol.62 論文掲載 広島大学 浅枝先生他
Journal of Medical Engineering & Technology Volume 42・43 論文掲載 広島大学 田中先生他
Medical Engineering and Physics Volume 66 論文掲載 広島大学 田中先生他
スペイン神経学会年次大会 La Pazチーム発表 最優秀賞受賞

鑑AKIRAを用いた研究論文が、由緒ある学会誌に掲載され、国際的に評価されています。

鑑AKIRAはプラットフォームとして設計されており、医療機関や大学と連携し、鑑AKIRAを活用するためのコースを作成しています。



受賞歴
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経済産業省より『地域未来牽引企業』に選出
(2017年12月)

中国地域ニュービジネス大賞 特別賞受賞
(2019年6月)

『中国地方の輝く企業～
オンリーワン・ナンバーワン企業』に掲載

（2019年4月）

『外国人留学生の採用や入社後の活躍
に向けたハンドブック』に掲載

（2020年2月）



会社概要
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広島銀行 五日市支店
広島信用金庫 西部支店
もみじ銀行 五日市駅前支店
伊予銀行 五日市支店
商工中金 広島支店
三井住友銀行 広島支店

株式会社システムフレンド

ソフトウェアの受託開発
システム導入に関するコンサルティング
社内ＰＣ環境の構築および保守
ネットショップの構築と運用支援
コンピューターに関する指導教育
データセンターでのサーバ運用
医療機器製造販売業
居宅介護支援事業

代表取締役社長 朝山俊雄
取締役 前本知志
取締役 東 有明
取締役 岡本麻依
監査役 河村幹男

34名(2020年7月1日）
パートタイマー4名を含む

会社名

役 員

資本金 37,000,000円

社員数

事業内容

取引銀行

設立 1997年8月13日

認可
所属団体等

電気通信事業届け出番号 F-19-655
医療機器製造業許可 34BZ200044
第二種医療機器製造販売業 許可番号 34B2X10008
ISO/IEC 27001：2013 認証登録番号12845
プライバシーマーク登録番号 10823082
地域未来牽引企業（経済産業省選定）

EC-CUBEゴールドインテグレートパートナー
五日市商工会
広島西南法人会
一般社団法人 Tokyo Motion Control Network（理事）

広島本社
〒731-5125 
広島県広島市佐伯区五日市駅前1丁目11-20
Tel:(082)943-9530 Fax:(082)943-9531

東京支社
〒141-0031 
東京都品川区西五反田3-7-9 平澤三陽ビル8F
Tel:(03)5719-3561 Fax:(03)5719-3567

所在地
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