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　私たちは「お客様のサクセスが私たちの誇りです」をモットーに、

を目指して事業を行っています。このカスタマーオリエンテッドの精神が、私たちのビジネスの原点です。

　当社は1983年に川崎製鉄（現 ＪＦＥスチール）株式会社の情報システム部門から独立し設立されたユーザー系情報システ
ム会社です。 設立から35年以上に渡り、 情報システムの企画、設計、開発、保守、運用までトータルでご提供し、 お客様の業
務改革をサポートしてまいりました。
　その間、 株式会社エクサからのＪＦＥスチール・ＪＦＥグループ会社向けアプリケーション開発・保守事業承継を経て、現在で
は、 ＪＦＥコムサービス株式会社・株式会社アイエイエフコンサルティングを含むグループ全体の従業員数約1,800名、売上高
560億円を超える規模となりました。 

“カスタマーオリエンテッド”の精神

　ＪＦＥスチールのシステム開発・運用に携わる中で、 技術革新・品質改善を行い、 鉄鋼会社の広範囲な業務に２４時間３６５日対応し
てきた実績を基に事業拡大を図りました。中でも、現在構築が進められているＪＦＥスチール４製鉄所を含む国内全生産拠点の基幹シ
ステムを統合する「製鉄所システムリフレッシュプロジェクト」は、IoTなどのデジタル技術も活用し、納期短縮や品質向上を目指した
国内製造業初の巨大プロジェクトです。
　こうして得た技術・ノウハウを基に、 現在では自動車産業やプロセス産業をはじめとする製造業や、 流通・金融・食品業など、 幅
広い分野のお客様にシステムを提供しています。

“ユーザー系システムインテグレーター”の経験

　お客様の基幹システムを構築してきた経験を活かし、それまでスクラッチ開発を行ってきた周辺システムのパッケージ化を進め、 
様々な独自プロダクトを生み出しました。
　２０年以上前から展開してきたプロダクトビジネスは、 現在、ＪＦＥスチール向けシステム構築を担ってきた経験を活かしてパッケー
ジ化した原価管理システム、 調達システムをはじめ、基盤技術、 データベース技術をベースにした電子帳票、 食品品質情報管理シ
ステムなど、 豊富なラインアップとなっています。

“独自の自社開発プロダクト”を展開

　私たちはお客様の変革をサポートするために、 ERPを核にERPテンプ
レート群や様々な周辺ソリューションを組み合わせたトータルソリュー
ションをご提案しています。ERPの高度な知見を持つSEが、 最適なプロ
ダクトを活用し、 お客様の業務プロセスに沿った使い勝手の良いシステ
ムを構築しています。

　ＪＦＥシステムズはこれからも、 信頼される真のパートナーを目指し、 
情報システムを通じてお客様に新たな価値と満足を提供する努力を続
け、 事業を展開します。

“ＥＲＰ複合ソリューション”を提供

コミュニケーションを深め、お客様の課題の本質を理解してベストソリューションを提供すること
経営の視点でご提案し、 お客様の変革を迅速にサポートすること
システムを構築するだけでなく、 システムを活かし、 お客様に成果を出していただくこと
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「ERP複合ソリューション」、「業種ソリューション」、「業務ソリューション」、「インフラソリューション」の
４つのソリューションをラインアップしています。
さらに「デジタルトランスフォーメーション（DX）共創」への展開を図っています。

SOLUTIONS ソリューションラインアップ
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※太字は自社開発商品
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事業領域

当社および当社グループは、情報システムの企画、設計、開発、保守を行うシステムインテグレーション（ＳＩ）に加
え、自社プロダクトや特徴あるアライアンスソリューションを活用したシステムの構築、および業務システムを支え
るＩＴインフラソリューションを事業領域としています。
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70年以上の実績

ユーザー系SIerとして徹底的に
カスタマーオリエンテッド姿 勢

人材・実績

鉄と歩み、鉄を支え続けてきた歴史

開発はもちろん、コンサルティング、プロジェクトマネジメント、
最新ITなどさまざまなスキルを獲得

技 術

ERPを核に豊富なラインナップで
トータルソリューションを提供

業務システム
開発

アライアンス
ソリューション

自社開発
プロダクト
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事 業

ERP

デジタルトランスフォーメーション（DX）共創

・ソリューション・プロダクト事業
　自社開発プロダクトやアライアンスソリューションを適用したＳＩ

・ビジネスシステム事業
　お客様の多様な業務ニーズに対応した、各業種・分野の業務システムＳＩ

・鉄鋼業界向け事業
　ＪＦＥスチール株式会社及び同グループ会社向けの業務システムＳＩ

・基盤サービス事業
　情報通信基盤の構築、運用およびそれらを利用したＩＴインフラソリューションの提供

・ＤＸ事業
　鉄鋼業界向けをはじめとする各事業分野と連携した DX ビジネスの推進

ＤＸソリューション

データサイエンス ＡＩ
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事業拠点

2023.4

豊田事業所
愛知県豊田市

アプリケーション基盤開発部
モダナイゼーション推進部
東京都中央区

鉄鋼関連事業部
東京都台東区

本社

東京事業所
東京都千代田区

東京都港区

子会社
ＪＦＥコムサービス株式会社
東京都台東区

株式会社アイエイエフコンサルティング
東京都中央区

ソリューション事業部
経営管理システム事業部
食品システム事業部
プロダクト事業部
ビジネスシステム事業部
基盤事業部

事業拠点一覧

中部事業所
愛知県半田市

関西事業所
兵庫県神戸市

東日本事業所
［千葉］千葉県千葉市
［京浜］神奈川県川崎市

〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号（シーバンスS館 受付１8Ｆ） TEL（代表）：03-5418-2400
東京事業所 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 日比谷国際ビル（ＪＦＥスチール本社内）TEL：03-3597-3767

モダナイゼーション推進部 〒104-0045 東京都中央区築地4丁目1番17号（銀座大野ビル7F） TEL：03-3549-0633
アプリケーション基盤開発部 〒104-0045 東京都中央区築地4丁目1番17号（銀座大野ビル7F） TEL：03-3549-0633

鉄鋼関連事業部 〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目17番4号（ＪＦＥ蔵前ビル6F） TEL：03-5822-6350
東日本事業所（千葉） 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1番地（ＪＦＥスチール東日本製鉄所内） TEL：043-262-2686
東日本事業所（京浜） 〒210-0855 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号（京浜ビル4F） TEL：044-322-6632
豊田事業所 〒471-0026 愛知県豊田市若宮町2丁目31番地（カーニープレイス豊田8F） TEL：0565-31-3533
中部事業所 〒475-8611 愛知県半田市川崎町1丁目1番地（ＪＦＥスチール知多製造所内） TEL：0569-24-2230

TEL：078-232-5755関西事業所 〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号（神戸商工貿易センタービル9F）
西日本事業所（倉敷） 〒712-8514 岡山県倉敷市水島川崎通1丁目（ＪＦＥスチール西日本製鉄所内） TEL：086-447-4343
西日本事業所（福山） 〒721-0931 広島県福山市鋼管町1番地（ＪＦＥスチール西日本製鉄所内） TEL：084-943-1422

本社

※記載されている製品名は、各社の登録商標または商標です。 

西日本事業所
［倉敷］岡山県倉敷市
［福山］広島県福山市


