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自社開発のソフトウェア、
アプリケーションなどで
お客様の経営に役立つ
情報システムを提案しています。
「企業様にとって有益になるシステムとはどんなものか？」と考
え、自社開発した製品がSSYにはあります。自社開発した「人事
WEB」と「就業WEB」は東京ビッグサイト展示会へ毎年出展。
そのほか最新技術（GPS・クラウド等）を使ったタクシー配車シス
テムや音声認識ミドルウェア開発など、多種多様なソフトウェア
を開発しています。これからもSSYは企業様のニーズに耳を傾
け、新たなるシステムサービスを生み出し続けていきます。

世界文化遺産に登録され、世界中の
人々を魅了し続けている富士山。特
に、当社がある富士吉田市は、左右均
整のとれた姿が見られるビュースポット
として知られ、観光施設やレジャー施設
も充実しています。何よりも、豊かな自
然と澄んだ空気があり、恵まれた環境
で働くことができます。

子どもの授業参観などに対応できる半日単位の有給休暇取
得制度や、毎週水・金曜日の「定時間日」、永年勤続者への
旅行券贈呈など、「仕事のやりがい」と「生活の張り合い」を
感じてもらえるワーク・ライフ・バランスを推進しています。また、
性別にとらわれない評価、昇進、業務分担を実現。男女がい
きいきと活躍し、仕事と家庭が両立できる職場環境づくりに
取り組む企業として、山梨県から「子育て応援・男女いきいき
宣言」企業に認定されました。

新しくなった本社屋は、事業部間での壁がないワンフロアで、スムーズな仕事の進行とコミュニ
ケーションが図れます。ミーティングルームや休憩コーナーなどでも社員同士の会話がはずみます。

当社の年間休日は131日。厚生労働省発
表の全国平均107.9日（2018年）を大幅に
上回っています。夏季休暇と有給休暇を組
み合わせれば、９日間の長期休暇を取ること
も可能です。また、自社開発の勤怠システム
により、社員の勤怠時間を管理。長時間労
働を防止してプライベートを充実させる一方、
残業した場合は、残業代を1分単位で100％
支給しています。

東京都内などのお客様企業で作
業をしてもらうことが多い当社で
は、社員の住環境を大切にしてい
ます。職場の近くに、テレビや冷
蔵庫、洗濯機などの家電を備え
た社員寮を用意。入寮した場合、
家賃の実質的な個人負担はあり
ません。また光熱費についても、
半額を会社が負担します。

「人」が、まんなか。
だれもが、いきいきと働ける環境づくり。

富士山に見守られている
恵まれた環境

働きやすい整備された施設

山梨県「子育て応援・男女いきいき宣言」
登録企業

年間休日も平均以上
しっかり休んでプライベートも充実

寮費、水道光熱費など
「住環境」を支援



新人研修
新人研修（社外）
社員研修
社内イベント
賞与パーティー
社員慰安旅行
イベント出展（東京ビッグサイト）

テクニカルソリューション事業部  
モバイルテクノロジーグループ
高村健太郎（2019年入社）
［神奈川工科大学 情報学部情報メディア科卒業］

世の中を便利にする仕事にやりがい「東京で働きたい！」を実現

量販店などで使われる販売管理や商品管理の業務シ
ステムを作成しています。多くの人が利用するお店に関
係するシステム開発に携われ、世の中を便利にしている
という実感がやりがいにつながります。理系ですが、入
社してから学ぶことばかり。日々、新しい知識を吸収し、
スキルアップが目に見えて分かります。会社見学のとき、
こちらの緊張がほぐれるように先輩が積極的に話しかけ
てくれました。そんな温かい雰囲気に惹かれ、入社を決め
ました。

ビジネスソリューション事業部　
プロダクトソリューショングループ
松原礼実（2017年入社）
［長崎県立大学  国際情報学部卒業］

鹿児島県出身の私が当社に入社した理由は、東京で働
きたかったからです。都内の会社に出向して取り組むプロ
ジェクトが多く、希望すれば、頑張り次第で任せてもらえま
す。私は現在、都内で暮らしながら、航空旅客機などで使
用されるエンジン部品の出荷や売上を管理するシステム
の開発と運用のサポートを担当しています。入寮費の自
己負担は実質ゼロ、光熱費の半分は会社が負担してくれ
るなど充実した福利厚生に支えられ、東京での仕事を満
喫しています。

テクニカルソリューション事業部　
エンベデッドテクノロジーグループ
山口奈々（2017年入社）
［明星大学 教育学科卒業］

充実した研修制度で
文系からＩＴ技術者へ

私たちの生活に欠かせない電子機器の半導体を
製造する装置の開発に携わっています。文系なの
で、入社するまで機械に触ることすらありませんでし
たが、今では巨大な機械を稼働させるプログラムを
作成しています。職場は明るい人ばかりで、中には
甲州弁丸出しの人も（笑）。自分まで明るくなれる
社風が好きです。また、主婦として家事と仕事の両
立を頑張っています。女性の働き方に理解がある
会社なので、将来、子どもが生まれても仕事を続け
ていきたいです。

ビジネスソリューション事業部　
Webテクノロジー第 2グループ
長岡直哉（2019年入社）
［都留文科大学 文学部初等教育学科卒業］

家事と仕事を両立できる環境が魅力

文系出身ですが、将来性のあるＩＴ業界に挑戦し
ました。専門知識ゼロの状態でしたが、３カ月間
の手厚い新人研修で基礎からみっちり学びまし
た。現在、国民健康保険のシステム開発、システ
ム保守にかかわる大きなプロジェクトの一員とし
て従事しています。文系出身の技術者も多いの
で、現場に配属されてからも上司や先輩が親身
になってフォローしてくれます。また、年間休日数
が多く、有給休暇が取りやすいため、広島に帰
省したり旅行の計画も立てやすいですね。

ビジネスソリューション事業部　 
Webテクノロジー第 1グループ
中村謙介（2016年入社）
［山梨大学大学院 医学工学総合教育部人間システム工学専攻］

技術者としての高みを目指す

ＡＩ（人工知能）やＲＰＡ（Robotic Process Automation）を
使用し、人的作業を自動化する業務に携わっていま
す。近年、注目され、今後も伸びていく分野なので、やり
がいを感じています。就職活動では、地元山梨に貢献
でき、仕事を通して成長できる会社を探していました。
当社は、資格取得の奨励金制度があり、Androidコン
テストに参加している社員もいます。「成長したい」「出
世したい」という意欲的な人には、たくさんの活躍の場
がある会社です。



[事業内容] 
 

●SIサービス 
  お客様のIT経営戦略にシステムインテグレータとして担い、総合ソリ 
  ューションサービスにて、お客様の業務支援とIT化促進を提供 
    

●アプリケーションソフト開発 
  製造業、流通／販売業、金融／保険業、教育／医療関係の企業様から 
  公共系の各分野まで、幅広い業種のニーズに応えるシステム開発 
    ○ 業務系アプリケーションソフトウェア開発   
    ○ 通信／制御組込系アプリケーションソフトウェア開発  
    

●製品開発・販売   

  自社開発製品、奉行シリーズ製品、グループウェア製品 
    ○ 自社開発製品    
      ・人事WEB・就業WEB・BGO生産管理   
    ○ 奉行シリーズ製品 
      ・(株)オービックビジネスコンサルタント社と提携契約 
       【OCIP、OESP資格認定取得業者】 
    ○ グループウェア製品（POWER EGG販売・カスタマイズ認定） 
      ・オールインワンのEIP（企業情報ポータル）ツール  
       ディサークル(株)社と提携契約    
    ○ RPA（ipaS販売パートナー認定）   
  

●エンジニアリングサービス 
  お客様のシステム開発環境での幅広い分野でのシステム開発技術者ご要請 
  に対して支援サービス。 
 

●アウトソーシングサービス 
      業務代行サービス・各種データ入力・各種伝票保管／倉庫管理・運用サー 
  ビス。 

[主要取引先]           アイウエオ順 
 
株式会社 IHIエスキューブ 
株式会社 ISTソフトウエア 
株式会社 アイ・エス・ビー 
株式会社 アズジェント 
株式会社 アークランド 
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 
株式会社 オービックビジネスコンサルタント 
株式会社 オハラ 
株式会社 加藤電器製作所 
株式会社 河口湖オルゴールの森 
株式会社 桔梗屋 
国際医療福祉大学 
生活協同組合パルシステム山梨 
株式会社 ソフトサービス 
株式会社 チヨダ 
株式会社 円谷プロダクション 
ディサークル 株式会社 
東京エレクトロン 
テクノロジーソリューションズ 株式会社 
独立行政法人 環境再生保全機構 
日本システムウエア 株式会社 
株式会社 BWR運転訓練センター 
株式会社 日立国際電気 
三菱ＵＦＪ信託銀行 株式会社 
株式会社 山梨ニューメディアセンター 
リコージャパン 株式会社 
株式会社 ワイズ 
和興フィルタテクノロジー 株式会社 

[会社概要] 
                
会  社  名  株式会社エスエスワイ 
 
設    立  １９８１年９月２５日 
 
資 本  金  ３，１６０万円 
 
従 業 員 数      ８５名  
 
売  上  高   ７億３，０００万円 
          (２０１９年４月実績） 
 
代  表  者  代表取締役 清水 宏 
 
事  業  所  ＜本社＞ 
      〒４０３－００３２ 
      山梨県富士吉田市上吉田東１－４－５６ 
      Tel: ０５５５-２２-２１８４(代表) 
      Fax:０５５５-２２-２１９４ 
      ＜東京事務所＞ 
      〒１８３－００５６ 
      東京都府中市寿町２－２－４７－５０６ 
       Tel: ０４２-３５４-６３１０ 
       Fax:０４２-３５４-６３１１ 
 
保 有 資 格  株式会社オービックビジネスコンサルタント 
      アライアンスパートナーシップ GOLD取得 
      プライバシーマーク 第10821549号取得 

[主要取引先] 
 
1981年  9月 株式会社ソフトサービス山梨として設立  
1982年  5月 株式会社ソフトサイエンス山梨に社名変更  
1982年12月 プログラマ要員派遣事業開始  
1985年  5月 ソフトウェア開発の受託開始  
1985年  5月 データエントリー業務の開始  
1990年10月 本社屋 富士吉田市松山に新築  
1994年  5月 精密機械の開発・製造・販売業務開始  
1996年  4月 東京事務所開設  
1999年10月 (有)山梨事務センターと合併  
2000年  1月 株式会社エスエスワイに社名変更  
2002年  4月 OBC新ERPソリューションパートナー認定 
       (OCIP・OESP)資格取得  
2004年  9月 自社開発パッケージ販売開始 
2006年  7月 プライバシーマーク付与認定  
2010年  4月 OBC奉行21シリーズ ユースウエア 
       ライセンス認定  
2012年  4月 OBC Partner Award 特別賞受賞  
2012年  8月 [子育て応援・男女いきいき宣言企業]登録  
2017年10月 本社を富士吉田市上吉田に移転  
2018年  6月 一般労働者派遣事業取得  


