会社名

株式会社 エイチ・シー・シー

代表者

代表取締役社長 藤野 博昭

所在地

＜本社＞
〒085-0813 北海道釧路市春採８丁目２番１０号
ＴＥＬ 0154-46-5311 ＦＡＸ 0154-44-2045
＜東京オフィス＞
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 2 丁目 14 番 6 号 T.M.水道橋ビル
ＴＥＬ 03-6805-0451 ＦＡＸ 03-6805-0452
＜帯広営業所＞
〒080-0010 北海道帯広市大通南８丁目１番地１ 太平洋興発ビル６階
ＴＥＬ 0155-29-1478 ＦＡＸ 0155-28-2812

会社概要

沿

革

創

業

昭和 38(1963)年 10 月

設

立

昭和 45(1970)年 7 月

資本金

1,000 万円

従業員数

52 名(2021 年 3 月 1 日現在)

事業内容

１．電子計算機を主体とする受託計算業務
２．電子計算機のソフトウェア開発
３．電子計算機の利用、教育及び経営コンサルティング
４．電子計算機及び付属機器、備品及び消耗品の販売並びにメンテナンス
５．事務機器、付属機器、備品及び消耗品の販売
６．電子計算機、事務機器のリース事業
７．労働者派遣事業
８．前各号に付帯する一切の事業

昭和 45(1970)年 7 月

太平洋炭砿㈱の計算部門を独立させ、釧路市、釧路商工会議所、太平洋興発(株)
の共同出資により、(株)北海道コンピューターセンターを設立

昭和 45(1970)年 8 月

本社移転(道銀ビル／釧路市)

昭和 58(1983)年 10 月

東京都港区虎ノ門に東京営業部(現在の東京オフィス)開設

昭和 59(1984)年 1 月

(株)エイチ・シー・シーに社名変更

昭和 63(1988)年 8 月

本社移転(太平洋総合ビル／釧路市)

平成元(1989)年 3 月

情報処理サービス業電子計算機システム安全対策実施事業所として通商産業
省より認定される(平成 16 年 3 月終了)

平成 5(1993)年 1 月

太平洋興発(株)が全額出資となる

平成 9(1997)年 6 月

日本アイ・ビー・エム代理店資格取得

平成 11(1999)年 9 月

帯広市に帯広営業所開設

平成 15(2003)年 12 月

富士通パートナー資格取得

平成 16(2004)年 1 月

情報セキュリティマネジメントシステムの規格である「ISMS 認証評価制
度:ISMS 認証基準(Ver2.0)」および「BS7799:PART2:2002」の認証を同時取得
株式会社アサヒ･インテックから全事業を譲り受け、釧路事業本部開設

平成 19(2007)年 1 月
平成 19(2007)年 1 月
平成 19(2007)年 10 月

情報セキュリティマネジメントシステムの規格である「ISO/IEC27001:2005
JISQ27001:2006」の認証を取得
個人情報の適切な保護のための体制を整備していることが認められ、プライバ
シーマーク付与認定を受ける

平成 20(2008)年 3 月

本社移転(現在地)

平成 23(2011)年 8 月

東京オフィス移転(現在のＦＲＯＭ‐１ｓｔビル)

2019 年 9 月

東京オフィス移転(Ｔ.Ｍ.水道橋ビル)

2020 年 7 月

エイチ・シー・シー 設立 50 周年
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地方自治体
釧路市
根室市

主 要
取引先

関連会社

厚岸町
弟子屈町

鶴居村
広尾町

白糠町
本別町

標津町

浜中町

企業、その他
釧路工業高等専門学校
釧路公立大学
釧路東部消防組合
釧路北部消防事務組合
市立釧路総合病院

公益財団法人北斗霊園
北海道区水産研究所
釧路労災病院
西胆振行政事務組合
市立根室病院

北海道立釧路高等技術専門学院

その他
（順不同）

太平洋興発㈱

新太平洋商事㈱

〒111-0041 東京都台東区元浅草 2-6-7
TEL.(03)5830-1601
■マンション・宅地・戸建の分譲、建築資材・石油の販売

〒085-0844 北海道釧路市知人町 3-18
TEL.(0154)41-9155
■倉庫業、車検業、受託給食事業、焼成品販売

㈱太平洋製作所

太平洋運輸㈱

〒085-0018 北海道釧路市黒金町 7-4-1
TEL.(0154)65-1025
■プラントの設計・製作、ファインケミカル

〒085-0816 北海道釧路市貝塚 3-7-22
TEL.(0154)41-4471
■貨物自動車運送事業

訓子府石灰工業㈱

まりも交通㈱

〒099-1436 北海道常呂郡訓子府町大町 86
TEL.(0157)47-2101
■石灰の採掘・販売、肥料の製造・販売

〒085-0803 北海道益浦 1-10-40
TEL.(0154)68-5563
■タクシー業、観光業

㈱太平洋シルバーサービス

㈱太平洋シルバーサービス北海道

〒180-0023 東京都武蔵野市境南町 2-8-19
TEL.(0422)34-1636
■有料老人ホームの運営

〒085-0813 北海道釧路市春採 7-5-1
TEL.(0154)46-8811
■有料老人ホームの運営

㈱太平洋トータルシステム

㈱栄和サービス

〒085-0806 釧路市武佐 3-47-12
TEL.(0154)46-7220
■ゴルフ練習場の運営

〒085-0844 釧路市知人町 3-18
TEL.(0154)42-8640
■産業廃棄物処理事業、造園緑化事業

太平洋フーズ㈱
〒111-0041 東京都台東区元浅草 2-6-7
TEL.(03)5826-2553
■飲食店の経営
※上記住所は、本社機能を有する事業所の所在地です
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ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を取得
当社は、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）の国際規格である ISO/IEC 27001:2013（JISQ 27001:2014）に
適合している企業として認証を受けています。
当社は 1970 年の会社設立以来、お客様の重要な情報資産を扱う情報処理関連事業を展開してきました。これまで
も、情報セキュリティ確保のための様々な取り組みを行ってきましたが、この ISMS 認証取得もそのひとつです。
今後も ISMS の継続的な改善を進め、お客様から信頼いただけるサービスを提供できる企業であり続けるよう努力し
てゆく所存です。
認証登録内容
事業者名

株式会社エイチ･シー･シー 本社

適用規格

ISO/IEC27001:2013/JISQ27001:2014

認証登録番号

IS 81568

適用範囲

業務システムの設計・開発・保守
情報処理サービスの受託
情報システム関連製品の販売・保守

初回認証登録日

2004 年 1 月 19 日

最新更新日

2019 年 1 月 7 日

有効期限日

2022 年 1 月 18 日

審査登録機関

BSI グループジャパン株式会社

認定機関

ANAB(米国認定機関)、日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)

「個人情報保護方針」
下記のとおり個人情報保護方針を制定し、皆様に安心して弊社のサービスをご利
用いただけるように、お客様からお預かりした個人情報をはじめとして、弊社で取り
扱う全ての個人情報について、その適切な取得、管理、維持に努めてまいります。

１．個人情報保護マネジメントシステムの確立及び継続的改善
従業者に個人情報保護の重要性を認識させ、個人情報を適切に保護するための個人情
報保護マネジメントシステムを確立し、これを実施し、維持及び継続した改善を図ります。

２．個人情報の取得
個人情報の取得にあたり、利用目的を明らかにし、適法かつ適正な方法によって取得い
たします。

３．個人情報の利用・提供
個人情報の利用・提供については、あらかじめ定めた利用目的の範囲内で行い、目的外
利用をおこないません。また、目的外利用を行わないために必要な措置を講じます。

４．個人情報の管理・保護
個人情報の正確性及び安全性を確保するため、個人情報保護マネジメントシステム及び
従来から実施している情報セキュリティ対策（ＩＳＭＳ基準に準拠）をはじめとする安全対策を
実施し、個人情報の漏洩、滅失またはき損等の予防並びに是正をいたします。

５．個人情報の開示及び苦情・相談等
個人情報に関する本人の権利を尊重するため、個人情報に関する苦情・相談またはご本
人からの保有個人データについての開示・訂正・削除等の求めに対しては、受付窓口を定
め適切に対応いたします。

６．関係法令・規範の遵守
個人情報の取扱いにおいて、当該個人情報の保護に適用される関係法令、国が定める
指針及びその他の規範を遵守いたします。

システム構築
ソフトウェア開発
システム運用・保守

受託計算

総合的なＩＴソリューションの提供
ハードウェア保守

機器・パッケージ製品販売

技術者派遣

教育研修支援

システム構築
お客様の要求仕様に基づく最適な情報システムを、ネットワークから、ハードウェア、ソフトウェ
ア、運用・保守までを含めて設計し、一括して構築提供いたします。
当社は、これらのサービスを提供可能な設備と体制を有し、更にはパートナー企業との協力に
より、お客様の広範なニーズに対応可能です。

システム運用・保守
お客様の拠点で稼動するシステムについて一括した運用・保守サービスを提供いたします。業
務システム、稼動環境（機器、ネットワーク）それぞれについて、専門の技術者が対応いたしま
す。現地での対応のほか、通信による遠隔保守も活用されます。

サービス
概要

ソフトウェア開発
当社では、過去の開発を通じて蓄積されたソフトウェア部品や設計ノウハウを駆使し、品質の
高いソフトウェア開発を追求しております。
・ 主要プラットフォーム ： Windows、IBM System i (AS/400)、Linux
・ 主 要 開 発 言 語 ： Visual Basic、Access、dbMagic、Java、Delphi、RPG、COBOL
・ 主 要 デ ー タ ベ ー ス ： Oracle、SQL Server、DB2、PostgreSQL、PervasiveSQL

受託計算（アウトソーシング）
センター設備によるデータエントリー、受託計算処理、大量印刷・裁断・製本・封入封緘などの
サービスを提供いたします。
当社はプライバシーマークと情報セキュリティマネジメントシステムの認定を受けており、セキ
ュリティおよびデータ保全等の面でも、お客様の大切な情報を安心してお任せいただけます。

技術者派遣
お客様運用拠点に常駐する医療系および自治体系のシステムエンジニアを派遣しておりま
す。

教育研修支援
上級資格を持つ講師による、出前講座開催、行政機関の職業能力開発訓練の受託などを行
っております。

機器・パッケージ製品販売
当社が特約店となっている富士通、XEROX 、IBM 製品のほか、各社のコンピュータ関連機器、
パッケージ製品、関連消耗品等の販売をしております。

ハードウェア保守

2020.04.01

販売品目
ハードウェア

周辺装置・消耗品

その他

サーバー
パソコン（各メーカー）
各種プリンタ
コピー／ＦＡＸ
ネットワーク機器

プリンタトナー・インク
プロジェクター関連
パソコン周辺機器
ハンディターミナル
その他

パソコン用ソフトウェア
各種パッケージ
サプライ品

地方自治体ソリューション

商品
サービス

住民情報

内部情報

その他

住民記録システム
税務システム
介護・福祉系システム
上下水道システム（Ｗａｌｔｓ）
収納管理システム

人事給与
財務会計
企業会計
文書管理
グループウェア

ポータルサイト管理
電子申請・届出
電子入札
図書館管理
施設予約総合システム（ＴＯＲＩＳ）
博物館音声案内アプリ☆おまかせガイド☆
Off-Line 多言語ｻｰﾋﾞｽ Ｕｎｉ-Ｖｏｉｃｅ

技術系ソリューション
鉱山向け

コンクリート製品工場向け

集中監視システム（多国語対応）
ガス分析システム
ポータブル温度計測システム

コンクリート製品品質管理システム

事務系ソリューション
一般企業向け

医療法人向け

その他 システム

人事給与システム
財務会計システム
販売管理システム
原価管理システム
資材管理システム
資産管理システム
研修管理システム
グループウェア

医事会計システム
薬品管理システム
人間ドック管理システム
給食栄養管理システム

ＰＯＳレジシステム（勤庫番）
ＬＰガス配送管理システム
ガソリンスタンド後方支援システム
不動産営業管理システム
マンション管理システム
介護・福祉事業者支援関連システム
勤労者共済センターシステム（ＴＯＭＡＳ）

農業関係向け
酪農情報システム
野菜栽培履歴システム

各種サービス
受託業務

技術者派遣 教育研修支援

受託計算処理
大量印刷処理 封入封かん処理
ネットワーク構築・設定・管理
ホスティング・ハウジング
データエントリー

医療系システムエンジニア派遣
自治体系エンジニア派遣
マイクロソフト認定トレーナー派遣
職業訓練指導
ジョブ・カード キャリアコンサルティング
接遇マナー研修
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