
お客さまに顔を向けた“絶えざる進化・変化” お客さま以上にお客さまのことを熟知する 人間は機械のように緻密ではなく過ちを犯しやすいより高い価値を創出できる最適技術の提案 当たり前のことを当たり前のこととしてできる フレキシブルな配置を可能とする教育・育成
情報サービス事業は、人で稼ぐ仕事です。
その仕事には、きめ細やかな対応と絶えざる進化が要求されます。つま
り、わたしたちの仕事は、開発、製造、営業などそれぞれの現場の人々の
絶えざる知恵と汗で成り立っています。つまり、わたしたちの強みは「お
客さまに顔を向けた“絶えざる進化・変化”である」といえます。お客さま
のニーズにきめ細かく正面から向き合い、スピーディーに進化・変化する
こと、その戦略的な行動群が創りだす“動き”がわたしたちの強みなので
す。きめ細やかな個別対応を可能とし、お客さまの価値を創出するため
の「わたしたちの強み」を活かしてゆくには“行動”の選択と集中化が重
要であると考えています。

わたしたちは、「機械ができることは機械に任せて、人は人にしかできな
い付加価値の高い仕事に専念する体制を実現する」という考え方により
システム導入や機能開発に関わります。
お客さまが利益を直接生む価値の高い仕事に投下していただく、そんな
ふうにして考えることが「利益を生むシステム」を実現する開発を成功さ
せるうえで大切だと考えます。仕様のみを満足させて製品を提供するの
ではなく、お客さまのさまざまな暗黙の期待（素早い対応、納期の短縮、
適切な確認、対面SEの誠実な対応など）に応えてゆきます。さらには、製
品の改善点やさらなる生産性の向上など、お客さまに積極的に提案し信
頼を向上させます。

わたしたちは、お客さまの要求に応えるために20年積み上げられたノウ
ハウ、実績が培った豊富な企業「業務」の知識やそれを最適に実現する
機能についての技術、経験に裏付けられたＩＴに関わるさまざまな開発
技術・手法を保有しています。
お客さまの要望に応えるシステムを構築するための熱意をわたしたちは
持ち続けています。その姿勢は、われわれの仕事のすべてに共有する価値
観です。その熱意を持って、お客さま自身さえ気づいていないかもしれな
いニーズを引き出します。わたしたちは、しっかりとコミュニケーションが
取れ、力強いパートナーとして信頼していただく、よい関係を築くことを
お約束します。

ソフトウェアは、開発者の日々の活動の積み重ねで作られているため、
人間のミスはソフトウェアの中に刷り込まれてゆきます。信頼性の高い
ソフトウェアを作るには、不具合のもとを作りこむ原因となっている「人
間の“活動”をコントロール」しなければなりません。「人間をコントロー
ルする」のではなく「人間の“活動”をコントロール」するということが重
要だと考えています。わたしたちは、ソフトウェアの品質向上を目的とし
た活動を、過ちを犯しやすい人間の活動をコントロールするという視点
で考えています。そのために「人間の過ちを軽減する取り組み」と「人間
の介在を少なくする取り組み」の2つのアプローチを行っています。

なにか頼みたいときにそばにいる。一声かけたら飛んでくる。
偶然遅くなったら、その日に限って電話がかかってきて「いてくれて
よかった」なんて言われる。
わたしたちは、これを「ビジネスの神様に愛されている」と言ってます。
そんな人まわりにいませんか、わたしたちは、そんな人が「あてになる
ひと」だと考えています。
わたしたち一人ひとりは、お客さまに対しては、「できる人」でありたいと
思い絶えざる変化・進化をしています。
それだけではなく、この「あてにできる」を大切したいと思っています。

わたしたちは、技術者の教育をシステマチックに行い、経験のない業界
や言語、技術要素を扱うシステム開発プロジェクトに携わる場合でも、
技術者を早期に立ち上げることができる仕組みの構築を行っていま
す。その教育を受ければ、エキスパートとは言わないですが、システム
開発に携われるスキルが身につくということを実現することが目的で
す。
そのような教育システムにより、経験のない業界や技術要素を用いた
システム開発プロジェクトにもスキルレベルをそろえることが可能に
なり、対応レベルを向上することができると考えています。

創造力 提案力 技術力 チーム力 対応力 教育力

2021.03-1K（RAY）2000

https://www.jcreation.co.jp/

Company Profile

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-9
The Kanda282 5階
TEL 03-3527-1227（代表）

〒810-0001
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NSグループパワー NSグループパフォーマンス

ＮＳグループは、NSホールディングスを事業持株会社としたソフトハウスのアライアンスグループです。

製品のジャンルを問わず、
様々な組み込みソフトウェア
の開発に携わってきました。

株式会社
アクシアソフトデザイン

ＮＳグループは幅広い技術でシステム開発の＋αを実現しお客さまのビジネスに＋αの価値を提供します。

交通状況をリアルタイムに監視制御する道路交通管制システムや、交通システム関連分野に
おいて豊富な開発実施実績を保有し、システム設計、開発から運用支援まで幅広く対応。

日本ソフトウエア株式会社交通システム関連分野

正確かつ高速な処理能力と安定した稼動を実現する豊富な開発
実績を持ち、システム設計、開発から運用支援まで幅広く対応。

日本ソフトウエア株式会社駅構内・駅務システム

NFCタグを使った大規模物流システムを
構築。様々な作業効率を向上し、コスト削
減・生産性向上を実現。

株式会社NSM
物流管理システム開発

WEBサイトの制作・運用やCMSの開発、SNSの
戦略・KPI設定・公式アカウントの立ち上げ等を支援。

株式会社NSMWEBサイト制作・運用サービス

多数の企画・開発・運用経験から、企画・デザ
イン・開発・運用、プロモーションまで一括した
ノウハウを提供。

株式会社NSM

iPhone/Android
アプリケーション開発

株式会社NSMデジタルサイネージ開発
アーカイブや送出システム等のソフトウェア開発
により来る４Ｋや８Ｋの世界にも大きく貢献。

システム開発株式会社放送番組システム

株式会社NSM
カード・ゲートシステム開発

日本ソフトウエア株式会社
一般産業システム関連分野

ユーザ視点や開発者視点など、中立的な立
場(第三者検証)からのテストによりソフト
ウェア及びシステムの品質向上実現を行う。

株式会社ＮＳパーソナルテスティングサービス

ホーム・セキュリティ/オートメーション
やホームエネルギーマネージメント等
の機器の制御ソフトを開発。

株式会社アクシアソフトデザイン
通信情報機器ソフト開発

画像認識応用技術や色彩測定応用技術、設備
機器と連動した工場自動化支援システムの開
発から保守支援まで幅広く対応。

株式会社アクシアソフトデザイン
ファクトリーオートメーション制御ソフト開発

株式会社ＮＳパーソナル支援型ソフトウェア開発

株式会社NSM
クラウドビジネスサービス

電気エネルギーの流れをリアルタイムにコントロールし、経済や社会の変化な
どに併せて変電所や電力設備の増強を計画的に行う電力システムでの給電、
配電、検針、託送、スマートメータ分野において豊富な開発実績を保有。

日本ソフトウエア株式会社電力システム関連分野

運行やダイヤ管理を支える運行管理システムや、作業
停電や指令支援機能及びシミュレーション機能などの
電力指令システムなどで豊富な開発実績を保有。

日本ソフトウエア株式会社電鉄運用管理システム

高い信頼性とリアルタイム性が要求される電鉄
システムと、鉄道輸送における電力の安定供給を
支える電鉄用電力管理システムを開発。

日本ソフトウエア株式会社電鉄電力システム

通信情報機器
ソフト開発 民生機器ソフト開発 情報処理産業機器

ソフト開発
ファクトリー
オートメーション
制御ソフト開発

ホーム＆ビル
オートメーション
制御ソフト開発

多くの業種業態へのサービスを提供しているセンスやスキルを用いた
コンサルテーション

制御系システムのフロントエンドでもビジュアライズ化や
デザイン性の高いUI/UXの開発

あらゆるシステム開発においてテスティングサービスを活用した高品質な納品体制

社会インフラを支えるシステム開発のノウハウによる安全性と
堅牢性に優れたシステム

制御系システムの開発実績を活かしたハードウェアと
ソフトウェアとの連動開発

電鉄や駅などの既存インフラと融合したデジタルサイネージの活用及び開発

▶受託開発

高度な変換率 ▶AI-Closer：AI脆弱性診断サービス　エーアイ・クローザー

▶ISMS・Pマークコンサルティング

株式会社NSM

受発注・入出荷・在庫管理等を、モバ
イル端末を用いて外出先でも社内最
新情報への素早いアクセスを実現。

システム開発株式会社
販売管理システム

AIとセキュリティエンジニアによる高品質
な脆弱性診断を行う。

セキュリティ脆弱性診断サービス
株式会社ジェイ・クリエイション

業種を問わず老朽化したあらゆる
システムを独自のノウハウにより
最新の環境へ移行。

マイグレーションサービス
株式会社ジェイ・クリエイション

クレジットカード会社の契約管理、
決済管理、ポイント管理、顧客管理
等幅広いシステムを開発。

金融関連分野
株式会社ジェイ・クリエイション

会社情報

ごあいさつ VENUS®〈マイグレーションサービス〉 Web・アプリ開発

サービス

組織図

沿　革

会社概要

事業案内

プログラム開発やシステム
設計を行っており、コン
シューマ向けのパッケージ
開発や技術員派遣サービス
を提供しています。

電力・電鉄システム

セールスフォース（コンサルティングパート
ナー）／デジタルサイネージ・モバイルアプリ
／ヘルスケア関連／品質管理／生産管理など

組込･制御システム クラウドソリューションシステム

自動改札機／自動券売機／窓口処理機
／交通管制／道路交通情報など

駅務・交通システム

電力系統監視制御／配電自動化／気象
災害対応／列車運行管理／車載情報
提供 など

製造業向け制御／自動倉庫制御／現金
自動預け払い機／現金処理機制御／
入退室管理など

システム品質の確保
生産性向上の
パートナーです。

社会インフラシステムから、
様々な業務の効率化を図る
システムまでおまかせくだ
さい。

「お客さまのやりたいこと」
「お客さまがお困りになって
いること」など、お客さまの
経営課題をともに考え解決。

株式会社NSM

テスティングサービス 支援型ソフトウェア開発 カスタムメイド生産管理システム

受託型アプリケーション
開発ソリューション 業務改善システムソリューション クリーニング店向け総合システム

情報システム事業 WEB・アプリクラウドビジネス事業

ICタグソリューション事業 システム開発事業 システム & SAP R/3 
コンサルティング事業 システムサポート事業

ジェイ・クリエイションは今まで、多くの金融系システム開発をはじめ、社会インフラ
であるエネルギー関連の開発、通信業界、建設業界、物流業界、製造業、サービス業
などあらゆる業界・業種の開発をおこなってまいりました。

昨今では、デジタルトランスフォーメーション（DX）の波が押し寄せていますが、経
済産業省が発表した「DXレポート」に記載された「2025年の崖」と警鐘をならす内
容は、デジタルシフトを推進することです。ですが、ボトルネックになっている大きな
要因の一つに既存の基幹システムであるレガシーシステムの存在があります。
当社が2002年から行っております独自開発をしたマイグレーションサービス
「VENUS」は、今まで多くの大規模基幹システムをオープン化するお手伝いをして
まいりました。しかし、まだ取り残されたシステムがあり、国として問題視しなければ
ならない状況にまで発展してしまっている現状は何とかしなくてはなりません。

マイグレーションの成功事例を多くもっている当社だからこそできることがありま
す。2025年の崖に落ちていくシステムを一つでも多く救えるよう今までのノウハ
ウを駆使して進めて参ります。

そして、10年、20年先には新たなレガシーシステムが生まれてくるでしょう。常に付
きまとう老朽化したシステム問題をこれからも解決していきます。

これからも皆様の変わらぬご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

「システム化したいけど、どうすれば良いか分からない」というお客様は当社までご
連絡ください。「要望は纏めたけど、どこにお願いして良いか分からない」というお
客様は当社までご連絡ください。当社ではお客様を最優先に考え、お客様にとって
ベストなものをご提案し、満足して頂けるシステムを開発致します。

当社が提供するマイグレーションサービス「VENUS®」は、2002年の発表以来、
75件を超えるホスト移行の実績を誇り、マイグレーション分野において老舗の地位
を築いています。「VENUS®」は自社開発の変換ツールにより、様々な言語変換や
データベース変換、JCLやホストのユーティリティ等も含めシステム全体をマイグ
レーションするサービスです。

2010年より、「VENUS®」はオープン系システムからのマイグレーション「Open 
to Openマイグレーション」のサービスも開始致しました。「Legacy to Openマイ
グレーション」で培った環境の違いによる非互換に対する対応ノウハウや、言語変換
に関するノウハウを使い、Open to Open専用のツールを開発し、VB→VB.NET、
Javaのバージョンアップ等のサービスを開始しました。

様々な業種、多数の企業のコンサルティン
グ実績により最適、最速でマネジメントシ
ステムを構築します。
また、ムダをなくし合理的・効率的で低価
格なコンサルティングを実現しました。わ
かりやすく、使いやすい規程、手順書、記録
様式をご提供し、運用を支援します。

ソフトウェアをリリースする際には、その
実装やテストの段階で検査を実施し、リ
リース後に脆弱性が見つからないよう
対処することにあります。当該ソフトウェ
アの脆弱性を狙った攻撃による被害を予め低減することや、リリース後に見つかっ
た脆弱性を修正するためのコストを下げることへの効果が期待できます。

自社開発拠点にて、Java、.NET、PHPなど
様々な言語を使用してシステム開発を行っ
ています。金融関係を中心とした多種多様
な業界の仕事を通じて、貪欲に挑戦しなが
ら経験を積むことができます。

▶常駐型システム開発支援
お客様先にて様々な言語を使用したシス
テム開発を行っています。お客様の開発手
法を学ぶ事ができ、新しい技術に触れる機
会も多く技術者として刺激を受けられる環
境です。また、社外の方と接する事でコミュ
ニケーション能力が磨かれます。

代表取締役社長

上山 育視

経験と実績に裏打ちされたノウハウにより
お客様のIT活用イノベーションを実現します。
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株式会社ジェイ・クリエイション設立

本社を千代田区有楽町に移転

千代田区に開発センターを新設

資本金を5,800万円に増資

資本金を7,851万円に増資

11月19日に日本証券業協会から
グリーンシート銘柄としての指定を受け、株式を公開

資本金を1億808万5,000円に増資

資本金を1億1500万円に増資

グリーンシート銘柄としての指定を取消

本社を9階から10階へ移転

資本金を1億円に減資

福岡市中央区に福岡分室を新設

本社と開発センターを統合

株主総会

取締役会監　査　役

技術本部

営業部 金融開発
1部

金融開発
2部

ソリューション
開発部

ビーナス
技術部

経営管理部

代表取締役

国内初のAIによる脆弱性診断サービス

● 経済産業省「情報セキュリティサービス基準」をクリア
● AI＋セキュリティエンジニアによる高品質な脆弱性診断
● 低価格・短期間でのご提供
● 国内外における豊富な対応実績

4つの特長

独自開発したツールであるため、お客様の要望をツールに取り込
み、移行を実施することができます。

独自の言語変換
COBOLからJavaへの変換はもちろんのこと、他社では行え
ないような変換も可能です。

安心の動作保証
現行環境と新環境の動作比較テストを実施し、動作保証をした成
果物をご提供します。

全てのプロジェクトが成功実例
約20年で75件以上のホスト移行の実績を誇り、マイグレーショ
ン分野において老舗の地位を築いています。

VENUSが選ばれる理由

導入実例

楽天カード株式会社 様
既存顧客システムの移行：COBOLからJavaへ

日建レンタコム株式会社 様 
既存顧客システムの移行：COBOLからASP.NET/COBOLへ

大日本住友製薬株式会社 様
既存顧客システムの移行：COBOL、IDL2、HPLからJavaへ

「VENUS®」で移行したシステムの一部をご紹介します。

名称
所在地

創業/設立
代表取締役会長
代表取締役社長

資本金
株主

取引銀行
決算期

従業員数
労働者派遣事業

許可番号

株式会社ジェイ・クリエイション Jcreation co.,ltd.
本　社 〒101-0047
　 東京都千代田区内神田2-15-9 The Kanda282 5階
　 TEL 03-3527-1227（代表）
福岡分室 〒810-0001
　 福岡市中央区天神1-13-21 天神商栄ビル 5階
　 TEL 092-406-5993（代表）
平成9年12月1日
桶川　秀次
上山　育視
1億円
NSホールディングス株式会社
三菱UFJ銀行、みずほ銀行
3月31日（年1回）
120名
派13-305122



人間は機械のように緻密ではなく過ちを犯しやすい 当たり前のことを当たり前のこととしてできる フレキシブルな配置を可能とする教育・育成
ソフトウェアは、開発者の日々の活動の積み重ねで作られているため、
人間のミスはソフトウェアの中に刷り込まれてゆきます。信頼性の高い
ソフトウェアを作るには、不具合のもとを作りこむ原因となっている「人
間の“活動”をコントロール」しなければなりません。「人間をコントロー
ルする」のではなく「人間の“活動”をコントロール」するということが重
要だと考えています。わたしたちは、ソフトウェアの品質向上を目的とし
た活動を、過ちを犯しやすい人間の活動をコントロールするという視点
で考えています。そのために「人間の過ちを軽減する取り組み」と「人間
の介在を少なくする取り組み」の2つのアプローチを行っています。

なにか頼みたいときにそばにいる。一声かけたら飛んでくる。
偶然遅くなったら、その日に限って電話がかかってきて「いてくれて
よかった」なんて言われる。
わたしたちは、これを「ビジネスの神様に愛されている」と言ってます。
そんな人まわりにいませんか、わたしたちは、そんな人が「あてになる
ひと」だと考えています。
わたしたち一人ひとりは、お客さまに対しては、「できる人」でありたいと
思い絶えざる変化・進化をしています。
それだけではなく、この「あてにできる」を大切したいと思っています。

わたしたちは、技術者の教育をシステマチックに行い、経験のない業界
や言語、技術要素を扱うシステム開発プロジェクトに携わる場合でも、
技術者を早期に立ち上げることができる仕組みの構築を行っていま
す。その教育を受ければ、エキスパートとは言わないですが、システム
開発に携われるスキルが身につくということを実現することが目的で
す。
そのような教育システムにより、経験のない業界や技術要素を用いた
システム開発プロジェクトにもスキルレベルをそろえることが可能に
なり、対応レベルを向上することができると考えています。

チーム力 対応力 教育力

https://www.jcreation.co.jp/

Company Profile



お客さまに顔を向けた“絶えざる進化・変化” お客さま以上にお客さまのことを熟知する より高い価値を創出できる最適技術の提案
情報サービス事業は、人で稼ぐ仕事です。
その仕事には、きめ細やかな対応と絶えざる進化が要求されます。つま
り、わたしたちの仕事は、開発、製造、営業などそれぞれの現場の人々の
絶えざる知恵と汗で成り立っています。つまり、わたしたちの強みは「お
客さまに顔を向けた“絶えざる進化・変化”である」といえます。お客さま
のニーズにきめ細かく正面から向き合い、スピーディーに進化・変化する
こと、その戦略的な行動群が創りだす“動き”がわたしたちの強みなので
す。きめ細やかな個別対応を可能とし、お客さまの価値を創出するため
の「わたしたちの強み」を活かしてゆくには“行動”の選択と集中化が重
要であると考えています。

わたしたちは、「機械ができることは機械に任せて、人は人にしかできな
い付加価値の高い仕事に専念する体制を実現する」という考え方により
システム導入や機能開発に関わります。
お客さまが利益を直接生む価値の高い仕事に投下していただく、そんな
ふうにして考えることが「利益を生むシステム」を実現する開発を成功さ
せるうえで大切だと考えます。仕様のみを満足させて製品を提供するの
ではなく、お客さまのさまざまな暗黙の期待（素早い対応、納期の短縮、
適切な確認、対面SEの誠実な対応など）に応えてゆきます。さらには、製
品の改善点やさらなる生産性の向上など、お客さまに積極的に提案し信
頼を向上させます。

わたしたちは、お客さまの要求に応えるために20年積み上げられたノウ
ハウ、実績が培った豊富な企業「業務」の知識やそれを最適に実現する
機能についての技術、経験に裏付けられたＩＴに関わるさまざまな開発
技術・手法を保有しています。
お客さまの要望に応えるシステムを構築するための熱意をわたしたちは
持ち続けています。その姿勢は、われわれの仕事のすべてに共有する価値
観です。その熱意を持って、お客さま自身さえ気づいていないかもしれな
いニーズを引き出します。わたしたちは、しっかりとコミュニケーションが
取れ、力強いパートナーとして信頼していただく、よい関係を築くことを
お約束します。

創造力 提案力 技術力

2021.03-1K（RAY）2000

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-9
The Kanda282 5階
TEL 03-3527-1227（代表）

〒810-0001
福岡市中央区天神1-13-21
天神商栄ビル 5階
TEL 092-406-5993（代表）
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▶受託開発

高度な変換率 ▶AI-Closer：AI脆弱性診断サービス　エーアイ・クローザー

▶ISMS・Pマークコンサルティング

会社情報

ごあいさつ VENUS®〈マイグレーションサービス〉 Web・アプリ開発

サービス

組織図

沿　革

会社概要

事業案内

ジェイ・クリエイションは今まで、多くの金融系システム開発をはじめ、社会インフラ
であるエネルギー関連の開発、通信業界、建設業界、物流業界、製造業、サービス業
などあらゆる業界・業種の開発をおこなってまいりました。

昨今では、デジタルトランスフォーメーション（DX）の波が押し寄せていますが、経
済産業省が発表した「DXレポート」に記載された「2025年の崖」と警鐘をならす内
容は、デジタルシフトを推進することです。ですが、ボトルネックになっている大きな
要因の一つに既存の基幹システムであるレガシーシステムの存在があります。
当社が2002年から行っております独自開発をしたマイグレーションサービス
「VENUS」は、今まで多くの大規模基幹システムをオープン化するお手伝いをして
まいりました。しかし、まだ取り残されたシステムがあり、国として問題視しなければ
ならない状況にまで発展してしまっている現状は何とかしなくてはなりません。

マイグレーションの成功事例を多くもっている当社だからこそできることがありま
す。2025年の崖に落ちていくシステムを一つでも多く救えるよう今までのノウハ
ウを駆使して進めて参ります。

そして、10年、20年先には新たなレガシーシステムが生まれてくるでしょう。常に付
きまとう老朽化したシステム問題をこれからも解決していきます。

これからも皆様の変わらぬご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

「システム化したいけど、どうすれば良いか分からない」というお客様は当社までご
連絡ください。「要望は纏めたけど、どこにお願いして良いか分からない」というお
客様は当社までご連絡ください。当社ではお客様を最優先に考え、お客様にとって
ベストなものをご提案し、満足して頂けるシステムを開発致します。

当社が提供するマイグレーションサービス「VENUS®」は、2002年の発表以来、
75件を超えるホスト移行の実績を誇り、マイグレーション分野において老舗の地位
を築いています。「VENUS®」は自社開発の変換ツールにより、様々な言語変換や
データベース変換、JCLやホストのユーティリティ等も含めシステム全体をマイグ
レーションするサービスです。

2010年より、「VENUS®」はオープン系システムからのマイグレーション「Open 
to Openマイグレーション」のサービスも開始致しました。「Legacy to Openマイ
グレーション」で培った環境の違いによる非互換に対する対応ノウハウや、言語変換
に関するノウハウを使い、Open to Open専用のツールを開発し、VB→VB.NET、
Javaのバージョンアップ等のサービスを開始しました。

様々な業種、多数の企業のコンサルティン
グ実績により最適、最速でマネジメントシ
ステムを構築します。
また、ムダをなくし合理的・効率的で低価
格なコンサルティングを実現しました。わ
かりやすく、使いやすい規程、手順書、記録
様式をご提供し、運用を支援します。

ソフトウェアをリリースする際には、その
実装やテストの段階で検査を実施し、リ
リース後に脆弱性が見つからないよう
対処することにあります。当該ソフトウェ
アの脆弱性を狙った攻撃による被害を予め低減することや、リリース後に見つかっ
た脆弱性を修正するためのコストを下げることへの効果が期待できます。

自社開発拠点にて、Java、.NET、PHPなど
様々な言語を使用してシステム開発を行っ
ています。金融関係を中心とした多種多様
な業界の仕事を通じて、貪欲に挑戦しなが
ら経験を積むことができます。

▶常駐型システム開発支援
お客様先にて様々な言語を使用したシス
テム開発を行っています。お客様の開発手
法を学ぶ事ができ、新しい技術に触れる機
会も多く技術者として刺激を受けられる環
境です。また、社外の方と接する事でコミュ
ニケーション能力が磨かれます。

代表取締役社長

上山 育視

経験と実績に裏打ちされたノウハウにより
お客様のIT活用イノベーションを実現します。

1997年12月

1999年07月

2000年10月

2003年03月

2004年07月

2004年11月

2004年12月

2005年12月

2008年07月

2010年02月

2011年07月

2018年10月

2019年07月

株式会社ジェイ・クリエイション設立

本社を千代田区有楽町に移転

千代田区に開発センターを新設

資本金を5,800万円に増資

資本金を7,851万円に増資

11月19日に日本証券業協会から
グリーンシート銘柄としての指定を受け、株式を公開

資本金を1億808万5,000円に増資

資本金を1億1500万円に増資

グリーンシート銘柄としての指定を取消

本社を9階から10階へ移転

資本金を1億円に減資

福岡市中央区に福岡分室を新設

本社と開発センターを統合

株主総会

取締役会監　査　役

技術本部

営業部 金融開発
1部

金融開発
2部

ソリューション
開発部

ビーナス
技術部

経営管理部

代表取締役

国内初のAIによる脆弱性診断サービス

● 経済産業省「情報セキュリティサービス基準」をクリア
● AI＋セキュリティエンジニアによる高品質な脆弱性診断
● 低価格・短期間でのご提供
● 国内外における豊富な対応実績

4つの特長

独自開発したツールであるため、お客様の要望をツールに取り込
み、移行を実施することができます。

独自の言語変換
COBOLからJavaへの変換はもちろんのこと、他社では行え
ないような変換も可能です。

安心の動作保証
現行環境と新環境の動作比較テストを実施し、動作保証をした成
果物をご提供します。

全てのプロジェクトが成功実例
約20年で75件以上のホスト移行の実績を誇り、マイグレーショ
ン分野において老舗の地位を築いています。

VENUSが選ばれる理由

導入実例

楽天カード株式会社 様
既存顧客システムの移行：COBOLからJavaへ

日建レンタコム株式会社 様 
既存顧客システムの移行：COBOLからASP.NET/COBOLへ

大日本住友製薬株式会社 様
既存顧客システムの移行：COBOL、IDL2、HPLからJavaへ

「VENUS®」で移行したシステムの一部をご紹介します。

名称
所在地

創業/設立
代表取締役会長
代表取締役社長

資本金
株主

取引銀行
決算期

従業員数
労働者派遣事業

許可番号

株式会社ジェイ・クリエイション Jcreation co.,ltd.
本　社 〒101-0047
　 東京都千代田区内神田2-15-9 The Kanda282 5階
　 TEL 03-3527-1227（代表）
福岡分室 〒810-0001
　 福岡市中央区天神1-13-21 天神商栄ビル 5階
　 TEL 092-406-5993（代表）
平成9年12月1日
桶川　秀次
上山　育視
1億円
NSホールディングス株式会社
三菱UFJ銀行、みずほ銀行
3月31日（年1回）
120名
派13-305122



NSグループパワー NSグループパフォーマンス

ＮＳグループは、NSホールディングスを事業持株会社としたソフトハウスのアライアンスグループです。

製品のジャンルを問わず、
様々な組み込みソフトウェア
の開発に携わってきました。

株式会社
アクシアソフトデザイン

ＮＳグループは幅広い技術でシステム開発の＋αを実現しお客さまのビジネスに＋αの価値を提供します。

交通状況をリアルタイムに監視制御する道路交通管制システムや、交通システム関連分野に
おいて豊富な開発実施実績を保有し、システム設計、開発から運用支援まで幅広く対応。

日本ソフトウエア株式会社交通システム関連分野

正確かつ高速な処理能力と安定した稼動を実現する豊富な開発
実績を持ち、システム設計、開発から運用支援まで幅広く対応。

日本ソフトウエア株式会社駅構内・駅務システム

NFCタグを使った大規模物流システムを
構築。様々な作業効率を向上し、コスト削
減・生産性向上を実現。

株式会社NSM
物流管理システム開発

WEBサイトの制作・運用やCMSの開発、SNSの
戦略・KPI設定・公式アカウントの立ち上げ等を支援。

株式会社NSMWEBサイト制作・運用サービス

多数の企画・開発・運用経験から、企画・デザ
イン・開発・運用、プロモーションまで一括した
ノウハウを提供。

株式会社NSM

iPhone/Android
アプリケーション開発

株式会社NSMデジタルサイネージ開発
アーカイブや送出システム等のソフトウェア開発
により来る４Ｋや８Ｋの世界にも大きく貢献。

システム開発株式会社放送番組システム

株式会社NSM
カード・ゲートシステム開発

日本ソフトウエア株式会社
一般産業システム関連分野

ユーザ視点や開発者視点など、中立的な立
場(第三者検証)からのテストによりソフト
ウェア及びシステムの品質向上実現を行う。

株式会社ＮＳパーソナルテスティングサービス

ホーム・セキュリティ/オートメーション
やホームエネルギーマネージメント等
の機器の制御ソフトを開発。

株式会社アクシアソフトデザイン
通信情報機器ソフト開発

画像認識応用技術や色彩測定応用技術、設備
機器と連動した工場自動化支援システムの開
発から保守支援まで幅広く対応。

株式会社アクシアソフトデザイン
ファクトリーオートメーション制御ソフト開発

株式会社ＮＳパーソナル支援型ソフトウェア開発

株式会社NSM
クラウドビジネスサービス

電気エネルギーの流れをリアルタイムにコントロールし、経済や社会の変化な
どに併せて変電所や電力設備の増強を計画的に行う電力システムでの給電、
配電、検針、託送、スマートメータ分野において豊富な開発実績を保有。

日本ソフトウエア株式会社電力システム関連分野

運行やダイヤ管理を支える運行管理システムや、作業
停電や指令支援機能及びシミュレーション機能などの
電力指令システムなどで豊富な開発実績を保有。

日本ソフトウエア株式会社電鉄運用管理システム

高い信頼性とリアルタイム性が要求される電鉄
システムと、鉄道輸送における電力の安定供給を
支える電鉄用電力管理システムを開発。

日本ソフトウエア株式会社電鉄電力システム

通信情報機器
ソフト開発 民生機器ソフト開発 情報処理産業機器

ソフト開発
ファクトリー
オートメーション
制御ソフト開発

ホーム＆ビル
オートメーション
制御ソフト開発

多くの業種業態へのサービスを提供しているセンスやスキルを用いた
コンサルテーション

制御系システムのフロントエンドでもビジュアライズ化や
デザイン性の高いUI/UXの開発

あらゆるシステム開発においてテスティングサービスを活用した高品質な納品体制

社会インフラを支えるシステム開発のノウハウによる安全性と
堅牢性に優れたシステム

制御系システムの開発実績を活かしたハードウェアと
ソフトウェアとの連動開発

電鉄や駅などの既存インフラと融合したデジタルサイネージの活用及び開発

株式会社NSM

受発注・入出荷・在庫管理等を、モバ
イル端末を用いて外出先でも社内最
新情報への素早いアクセスを実現。

システム開発株式会社
販売管理システム

AIとセキュリティエンジニアによる高品質
な脆弱性診断を行う。

セキュリティ脆弱性診断サービス
株式会社ジェイ・クリエイション

業種を問わず老朽化したあらゆる
システムを独自のノウハウにより
最新の環境へ移行。

マイグレーションサービス
株式会社ジェイ・クリエイション

クレジットカード会社の契約管理、
決済管理、ポイント管理、顧客管理
等幅広いシステムを開発。

金融関連分野
株式会社ジェイ・クリエイション

プログラム開発やシステム
設計を行っており、コン
シューマ向けのパッケージ
開発や技術員派遣サービス
を提供しています。

電力・電鉄システム

セールスフォース（コンサルティングパート
ナー）／デジタルサイネージ・モバイルアプリ
／ヘルスケア関連／品質管理／生産管理など

組込･制御システム クラウドソリューションシステム

自動改札機／自動券売機／窓口処理機
／交通管制／道路交通情報など

駅務・交通システム

電力系統監視制御／配電自動化／気象
災害対応／列車運行管理／車載情報
提供 など

製造業向け制御／自動倉庫制御／現金
自動預け払い機／現金処理機制御／
入退室管理など

システム品質の確保
生産性向上の
パートナーです。

社会インフラシステムから、
様々な業務の効率化を図る
システムまでおまかせくだ
さい。

「お客さまのやりたいこと」
「お客さまがお困りになって
いること」など、お客さまの
経営課題をともに考え解決。

株式会社NSM

テスティングサービス 支援型ソフトウェア開発 カスタムメイド生産管理システム

受託型アプリケーション
開発ソリューション 業務改善システムソリューション クリーニング店向け総合システム

情報システム事業 WEB・アプリクラウドビジネス事業

ICタグソリューション事業 システム開発事業 システム & SAP R/3 
コンサルティング事業 システムサポート事業


