


企業理念

当社は海運業界のパイオニアである日本郵船を母体に 1981 年に創業しました。

以来、最新の技術で海・陸・空の物流システムに特化した

システムインテグレータ企業としてお客様の立場に立った

トータルソリューションのご提供を第一に成長してまいりました。

当社は常に高度かつ新しい情報技術を追求することにより、

産業業界の情報化推進を通して新時代を開拓するフロンティア集団を目指します。

ごあいさつ

YJK Solutions は 1981 年に日本郵船（NYK）の情報システム会社として設立し、

2015 年からは富士通と日本郵船の共同運営会社として、ITを通じて「もの運び」を支え、

世界の経済や人々の幸せに貢献して参りました。

2020 年には 40 周年の節目を迎えますが、これも当社をご支援、ご愛顧くださる

皆様のおかげであり、厚く御礼申し上げます。

私たちの強みは、NYKグループの一員としてこれまで培ってきた海運、港湾、物流の

業務システムに関するナレッジ、そして富士通のコアであるテクノロジーの双方を

兼ね備えている事です。

この強みを生かし、フォワーダ業務、ターミナル業務、船主業務など、海運に関わる

業務に特化した IT会社として、様々なご相談から運用までワンストップでのサービスを

全国のお客様へお届してまいります。

お客様の経営を ITで支える、お客様ひとりひとりを幸せにする、社会に貢献することをモットーとし、お客様の

trustworthy パートナーとして、新たな価値創造に継続して挑戦してまいりますので、引き続き、ご支援・ご愛顧

を賜ります様、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長
執行役員社長



業務内容

国内外の主要メーカー（IBM社、NEC社、HP社、富士通社等）のコンピュータ・ネットワーク製品を
取り揃え、最適な収納設備から機器、消耗品までワンストップでご提供します。

マルチベンダーオープン系製品のネットワークインフラの設計・構築から導入後の保守サービス・遠隔
監視サービスまで最適なネットワーク環境をご提供します。「YJK テックラインサービス」により、
障害発生時の迅速な復旧を支援します。

海運業の特殊性ある業務を自社で開発し、パッケージソフトとしてご提供します。
また、サードベンダーのパッケージソフトもお客様のニーズに合ったものをご提供します。

海・陸・空運業界に関する豊富な知識を基に数多くの総合物流システムの構築を手がけてきております。
Windows 系開発（C＃、JAVA等）・汎用機（COBOL、PL/1、RPG）コンサルティングから要件定義・
設計・開発・テスト・保守まで一貫したシステム開発を行います。
また、上記パッケージの選択及びカスタマイズサービスも実施します。

技術者を派遣し、情報システム一連業務のシステム企画・管理・運用等を円滑に行うために企業規模に
関わらずご支援します。
許認可番号 派 13-309851

お客様の IT 資産をお預かりする「YJK ハウジングサービス」とネットワークを介し IT 基盤をお貸し
する「YJK クラウドサービス」をご提供します。
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コンピュータネットワーク製品の販売

ネットワークインフラの構築

海運港湾業向けシステムパッケージの提供

業務システム受託開発

IT技術者派遣

データセンター提供



・船舶動静管理システム
・配船システム
・船客システム
・船舶管理システム
・陸上 / 本船間メール・システム
・船用品管理システム
・船員管理システム
・船員給与システム
・船舶運航管理システム
・船舶運行実績システム
・船舶性能解析システム

・クライアント／サーバー製システムの開発
・Web システムの開発
・大型汎用機システムの開発
・iSeries システムの開発

・Lenovo（IBM）ー iSeries,pSeries,xSeries,PC, 周辺機器
・日本電気　ー Express5800 シリーズ ,PC,UNIVERGE シリーズ , 周辺機器 , 他
・その他　ー HP, 三菱電機 , 富士通 , 日立 , シャープ , 東芝 ,Canon,CASIO,
EPSON,SONY,YAMAHA,Panasonic,BUFFALO,I・O データ ,CISCO 等各社製品

・港湾業務基幹システム（trade シリーズ）
・海港運向け会計システム（SeaCAST）
・輸出入貿易管理システム（TOSS シリーズ）
・OA 系システムパッケージ
・コンテナターミナルシステム

・LAN、WAN、ED などの導入・保守
・インターネットの導入・保守
・各種サーバーの導入・設定・保守

・当社システム・パッケージソフトの他、
　各社ビジネスソフト等

・ASP サービス
・ホスティング・サービス
・ハウジング・サービス

・航空貨物代理店システム
・航空貨物見積システム
・航空貨物通関システム

・車両管理システム
・運転者管理システム
・配車システム

・航空券販売 Web システム
・省庁向け船舶管理システム（Intranet 版）
・販売物流オンライン・システム（製造業）
・輸出入管理システム（製造業）
・産業廃棄物／危険物積載車両追跡システム（GPS ／衛星通信）
・ホテルフロント・システム
・プロジェクト管理システム（Intranet 版）
・LotusNotes 承認ワークフロー・システム

・SEA－NACCS 関連業務システム
・港湾局様向け港湾情報システム
・輸出入保税倉庫・上屋システム
・輸出入貿易書類作成システム
・輸出入船積業務システム
・輸出入通関システム
・海貨請求・下払い・立替金管理システム
・輸出入コンソリデ―ション・システム
・船社向け大規模コンテナターミナル・システム
・コンテナダメージ＆リペアー管理システム
・コンテナ・バンプール管理システム

・船舶強度計算システム
・ABLOG 管理システム
・輸出入 B ／ L 統計システム
・BOOKING システム
・運賃計算システム
・船社コンテナ
  インベントリー・システム
・船社総代理店システム
　（ブッキング～入金）
・内航海運システム

製品情報

船社・船社代理店様向けシステム 航空貨物業向けシステム

陸運業様向けシステム

その他

港湾・港運業様向けシステム

・航空貨物海外清算システム
・輸出航空混在貨物システム
・輸入航空混在貨物システム

・航空貨物海外清算システム
・未収／未払金管理システム

開発実績

営業品目

コンピュータ関連機器の販売

教育・セミナー

コンピュータ・システムの
コンサルテーション・開発

パッケージソフトの
開発・販売

ネットワークの構築、
運用・保守

コンピュータ・
システムの運用・管理



沿　革

株式会社YJK Solutions は、2015 年 7 月 1 日に

　　富士通株式会社と日本郵船株式会社の共同運営にて、

　　新たにスタートしました。

1981年（昭和 56 年）7 月

1981年（昭和 56 年）12 月

1983 年（昭和 58 年）7 月

1984 年（昭和 59 年）1 月

1985 年（昭和 60 年）3 月

1986 年（昭和 61 年）7 月

1986 年（昭和 61 年）8 月

1991 年（平成 3 年）　4 月

1995 年（平成 7 年）1 月

1995 年（平成 7 年）7 月

1998 年（平成 10 年）5 月

1999 年（平成 11 年）9 月

2002 年（平成 14 年）1 月

2007 年（平成 19 年）10 月

2011 年（平成 23 年）　2 月

2011 年（平成 23 年）　4 月

2012 年（平成 24 年）　7 月

2012 年（平成 24 年）10 月

2014 年（平成 26 年）10 月

2015 年（平成 27 年）   7 月

2016 年（平成 28 年）   1 月

日本郵船株式会社及び同関連会社郵船コンピューターシステム株式会社（現郵船コーディアルサービス株式会社）
両社の出資により払込資本金 2,000 万円にて郵船情報開発株式会社を設立。

新川事務所設立。

関西地区での業務開始、日本郵船株式会社大阪支店内に大阪事務所設置。

本社を東京都中央区に移転。

日本橋事務所を設置。

6,000 万円増資し、払込資本金 8,000 万円となる。

1,000 万円全額出資により、子会社株式会社日本エンジニアリングアンドシステムズを設立。

大阪事務所を中央区本町に移転。

技術部門を拡充、日本橋事務所を新川事務所に統合。

本社を現住所に移転。

新川事務所を本社に移転。

横浜オフィスを設置。

関西地区業容拡大に伴い、大阪事務所を阪神支店とし中央区久太郎町に移転。

阪神支店を西区西本町に移転。

阪神支店を現住所に移転。

子会社　株式会社日本エンジニアリングアンドシステムズの社名を
株式会社 Systems Engineering & Services に変更。

埼玉戸田データセンター開設。

大阪江坂データセンター開設。

「郵船情報開発株式会社」と「株式会社 Systems Engineeting & Services」
「株式会社 YJK Solutions」と改称。

日本郵船が株式の 51％を富士通に売却し、富士通と日本郵船の共同運営会社となる。

横浜データセンター開設。

「特定労働者派遣事業」から許可制「労働者派遣事業」への切り替え完了。
許認可番号 派 13-309851

阪神支店を西日本支店と改称。



会社概要

社名

設立

資本金

従業員

事業所

代表者

株主

事業内容

株式会社 YJK Solutions
YJK Solutions Co.,Ltd,( 略称︓YJK)

1981 年（昭和 56 年）7 月 3 日

8 千万円

147 名（2020 年 4 月現在）

【本社】
〒105-0003　東京都港区西新橋 3-23-5　御成門郵船ビル
FAX　03-5425-7202
■管理本部　TEL. 03-5425-7200
■基盤ビジネス本部　TEL. 03-5425-7201
■ロジスティクスソリューション本部　TEL. 03-5425-7205
■技術サービス本部　TEL. 03-5425-7206

【西日本支店】
〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町 4-5-16　本町スクウェアビルⅡ10 階
FAX　06-6260-7224
■西日本管理グループ　TEL. 06-6260-7220
■西日本インフラグループ　TEL. 06-6260-7222
■西日本ソリューション開発・保守グループ　TEL. 06-6260-7221
■西日本サービスグループ　TEL. 06-6260-7220

代表取締役社長執行役員社長　畑仲 健

富士通株式会社　　日本郵船株式会社

コンピュータ・システムのコンサルテーション・開発
パッケージソフトの開発・販売
コンピュータ関連機器の販売
ネットワークの構築、運用・保守
コンピュータ・システムの運用・管理
教育・セミナー
労働者派遣事業
許認可番号 派 13-309851


