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会社案内



主  要  導  ⼊  先システム名称

主要システム導⼊事例 （敬称略）

空港ビル、ショッピングセンター
・新千歳空港ビル
・⽻⽥空港ビル
・成⽥空港ビル
・関⻄空港ビル

サントレール　Sun-trail

⼩売業トータル
システム

Sun-trailSun-trail
リテール

アプリケーション
温浴・宿泊
システム

フロントターミナル
システム

社会福祉業務⽀援
システム

いつでも、どこでも、だれにでも、陽の当たる繁栄ロード

温浴施設管理システム
「泉客万来」

道の駅・直売所販売管理システム
「⾥⼭ランド」

テナント集中管理システム 福祉業務⽀援システム
福祉業務⽀援システム
「ほのぼのシリーズ」

その他ユーザーカスタマイズシステム
・⽣産管理 販売システム
・倉庫業システム 等

観光ドライブイントータルシステム

https://power-rips.com/ https://sennokyaku.com/

https://www.datasystem-co.com/products/nice-d/ https://www.datasystem-co.com/products/honobono/

券売機システム
「ＹＯＵタッチ」

販売管理トータルシステム

販売管理トータルシステム
「パワーリップス」

テナント集中管理システム
「ＳＣＡＮ－１」

温浴施設管理システム

観光ドライブイントータルシステム
「ＮＩＣＥ－Ｄ」

https://www.datasystem-co.com/products/scan-1/

モバイルＰＯＳシステム
「ｍレジ」

スーパーマーケットから専⾨店まで、ありとあらゆる⼩売業において、売上、顧客管
理、クレジット業務などを⽀援する統合ＰＯＳシステムです。

温浴施設のために開発した施設運営管理システムです。全国９０施設以上の温浴施設
で導⼊されています。

https://satoyama-land.com/ https://.yu-touch.com/

道の駅・直売所販売管理システム 券売機システム

シンプルな直売所から道の駅、農産物直売所までの⽇常業務・販売管理を⽀援する専⽤
システムです。

各種施設の⼊場券や飲⾷施設の⾷券発⾏のほか、証明書発⾏機としてもお使いいただ
けます。

ショッピングセンターやテナントビル向けの複数の施
設を⼀元管理する本部管理システムです。

ドライブインのエージェント予約⼊⼒業務から、館内
の商品売上管理までトータル管理を実現します。

⾼齢者施設や障がい者施設の福祉サービス事業を⽀援
するソフトウェアシステムです。 
※「ほのぼのシリーズ」はNDソフトウェア株式会社開発のソフトウェアです。

私たちは常にすべてのお客様のため最高の技術と真心を込めた商品をお届けしています。 

・芦別スターライトホテル(北海道)
・ゆっこ盛岡(岩⼿)
・サンフジグループ(湯楽の⾥・喜楽⾥各店)
・ザ・グランドスパ南⼤⾨(栃⽊)
・アクアイグニス武蔵野温泉(埼⽟)
・おふろcafe(埼⽟、三重)
・深⾕花園温泉 花湯の(埼⽟)
・美楽温泉 SPA-HERBS(埼⽟)
・浅草ROXまつり湯(東京)
・オアシスサウナアスティル(東京)
・東京お台場⼤江⼾温泉物語(東京)
・スカイスパYOKOHAMA(神奈川)
・箱根⼩涌園ユネッサン(神奈川)
・湯花楽 厚⽊(神奈川)
・ウェルビー(各店)
・極楽湯直営店

・天然温泉 ⾵の森(富⼭)
・ファボーレの湯(富⼭)
・⾦沢ゆめのゆ(⽯川)
・テルメ⾦沢(⽯川)
・リライム(福井)
・GOOD NATURE STATION(京都)
・⽵取温泉 灯りの湯(京都)
・るり渓温泉(京都)
・グランドサウナ⼼斎橋(⼤阪)
・空庭温泉 ⼤阪ベイタワー(⼤阪)
・箕⾯観光ホテル(⼤阪)
・⻑島温泉 湯あみの島(三重)
・神⼾みなと温泉 蓮(兵庫)
・瀬⼾⼤橋温泉やま幸(岡⼭)
・⼩⼾の湯どころ ヒナタの杜(福岡)
・⻑崎温泉 Ark Land Spa(⻑崎) 他

福井、岐⾩、滋賀、京都の各府県に所在する福祉施設200ヶ所以上

・アレスインターナショナル
・イーゲート
・⼊船ダイナミック・シッピング
・⼩浜海産物
・セーレン電⼦
・世界美容室

・帝⼈フロンティアニッティング
・東砺倉庫
・福井センイ倉庫
・福井経編興業
・まるほ商事
・丸和 他

・あそびばアミー(富⼭)
・松本⼤学 事務局(⻑野)
・道の駅 歌舞伎の⾥⼤⿅(⻑野)

・峠の釜めし本舗おぎのや(群⾺)
・橋⽴⼤丸(京都)

・ＪＡうつのみや直売所各店(栃⽊)
・ＪＡしもつけ(栃⽊)
・厚⽊市まるごとショップあつまる(神奈川)
・ＪＡみな穂(富⼭)
・道の駅 福光（なんと⼀福茶屋）(富⼭)
・⽩⼭ゲートウェイとくみつ TaanTo(⽯川)
・道の駅 のと千⾥浜(⽯川)
・道の駅 南えちぜん⼭海⾥(福井)

・うかわファームマート(滋賀)
・マキノピックランド(滋賀)
・道の駅 奥永源寺渓流の⾥(滋賀)
・道の駅 マキノ追坂峠(滋賀)
・道の駅 たいじ(和歌⼭)
・道の駅 ⼭陰海岸ジオパーク浜坂の郷(兵庫)
・道の駅 にちなん⽇野川の郷(⿃取)
・たね井や 農産物直売所(岡⼭) 他

・まめなけ市場(富⼭)
・⾦沢市営体育施設(⽯川)
・神⼦の⾥(⽯川)

・⼭岸(福井・⽯川)
・道の駅 南えちぜん⼭海⾥(福井)
・マキノピックランド(滋賀)

・福井銀⾏(福井)
・福井⼯業⼤学 学⽣⾷堂(福井)
・はやしだ交流センターゆたりん(兵庫) 他

・江釣⼦ショッピングセンターパル(岩⼿)
・ラブリーパートナーエルパ（福井）
・ショッピングシティベル（福井）

・すぎた(酒専⾨店 愛知)
・⼤津屋(福井)
・オザキスポーツ(福井)
・幸伸⾷品(福井)
・三⽅ショッピングセンターレピア(福井)
・ヤスブン(福井)
・⼭岸(福井)
・GOOD NATURE STATION(京都)
・ミルバ(⼤阪)
・ニューレオマワールド(⾹川) 他

量販店、専⾨店、ＣＶＳ
・ゴールドウィン直営店(全国)
・カンタベリーショップ(全国)
・峠の釜めし本舗おぎのや(各店 上越)
・パスポート(各店 ⾸都圏)
・カンガルー堂(バッグ専⾨店 ⾸都圏)
・恵⽐寿ワインマート(サッポロビール直営店)
・千万喜(東京)
・さかいやスポーツ(東京)
・オーソリティ(東京)

S A T O Y A M A L A N D



データシステム株式会社 （英字名 Datasystem Co., Ltd.）

昭和50年8⽉15⽇

48,000,000円 

【本  社】
〒910-0347 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-10（ソフトパークふくい内）

︓0776(67)1000（代）TEL ︓0776(67)1060FAX

【東京⽀店】
〒108-0023 東京都港区芝浦2-13-6 ⽥町センチュリーマンション 705
TEL︓03(3769)0261 FAX︓03(3769)0262

福井県敦賀市⽊崎13-28
TEL︓0770(20)1388 TEL︓0770(20)1789

【嶺南営業所】
〒914-0814 

福井銀⾏／北陸銀⾏／みずほ銀⾏／北國銀⾏／福井信⽤⾦庫

資  本  ⾦

笠嶋 治和

会 社 名

代表取締役社⻑

設 ⽴ 年 ⽉ ⽇

住 所

https://www.datasystem-co.com/
soumu@datasystem-co.com

ホ ー ム ペ ー ジ
E - m a i l

取 引 銀 ⾏

社 員 数

九頭⻯川

北陸⾃動⾞道
国道8号

本社MAP

国道158号

⾄永平寺

⾄鯖江・武⽣

県庁

パリオ

国道416号

福井北IC
ワイプラザ

ゲンキーフェアモール福井
中央卸売市場

福井県⽴⼤学
福井⼤学医学部

ソフトパーク
ふくい

丸岡IC

福井IC

⾄⾦沢

森
⽥
駅

福
井
駅

データシステム
株式会社

組 織 図

事 業 内 容

システム開発受託

カスタマーサービス

アウトソーシング事業

その他の事業

■

■

■

■

温浴施設、美容院、ドライブイン、ショッピングセンター、倉庫業等のシステム開発をおこなって
います。また、ウェブサイト作成もおこなっています。

システム保守・ハードウェア・ネットワークの構築・キッティングまでトータルにサポート。お客
様に安⼼をお届けします。

専⽤のチームがお客様のデータをお預かりし、お客様の⼤切なデータの運⽤、バックアップをおこ
なうデータセンターを運⽤しております。

商業施設のデべロッパーとして、不動産・テナント管理、またインターネットカフェの運営をおこ
なっております。

202201

男⼦58名 ⼥⼦19名 合計77名 （2022年1⽉現在）

代表取締役 社⻑

代表取締役 会⻑

経営管理本部 事業統括本部

取締役会議

システム開発本部 営業本部 カスタマーサービス本部

管理部 システム開発部 営業部 企画開発部カスタマーサービス部


