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社概要

J コーポレ
レーシ ョン

私たち J コーポレーシ
ションは、緊急
急地震速報の試
試験運用の段
段階から、緊急
急地震速報に取
取り組んでまい
いりました。
緊急地震
震速報の導入
入実績において
ては全国的な
なシェアを誇り、
、緊急地震速
速報のパイオニ
ニアとしての経
経験・実績を
活かし、シ
システムのご提
提案から設置
置・運用・メンテ
テナンスまでの
の一貫したサポ
ポート体制で、 皆様のご要望
望にお答え
しておりま
ます。
緊急地震
震速報のリーデ
ディングカンパ
パニーとして、 さらなる未来へ向け、私たちは歩み続け
けてまいります
す。

主な業務内
内容
緊急地震
震速報受信端末の開発・販売・メンテナン
ンス
受信端末
末周辺機器の開発・販売・メ
メンテナンス
防災メール配信事業、防災コンサル
ルタント
主な取扱商
商品
「デジタル
ルもぐら」 「デ
デジタルなまず
ず」 「スーパー
ーなまず」
「スーパー
ードラゴン」 「ス
スーパーラビット」 「防災な
なまず」

所属団体
緊急地震速報
報利用者協議
議会
気象庁 緊
東京商工
工会議所、名古屋商工会議
議所
三重県商
商工会議所、他

株式会社
株
J コ
コーポレーショ
ョン
本 社
514-0019
5
三
三重県津市住吉
吉町 11-13
業務管理センタ
業
ター
631-0011
6
奈
奈良市押熊町 557-7 4F
代表電話
代
07742-53-7833
代表
代 FAX 07742-53-7795
http://www
ホームページ
ホ
w.jjjnet.com/
設 立 19944 年 4 月 8 日
資本金
資
10000 万
事業内容
事
緊急
急地震速報 関連事業
事業範囲
事
全国
国

11 版 J170523

＊＊＊ 主な導入実績 ＊＊＊
羽田空港、中部国際空港、高知空港

陸上自衛隊

松坂屋、高島屋、近畿日本鉄道

NHK、NHK 放送技術研究所

自然科学研究機構、財務局

あべのハルカス,、名鉄百貨店

宇宙航空研究開発機構

フジタ、大林組、東亜建設工業、近藤組

丸栄（マルエイ）、山形屋

インテル、オランダ大使館

日本道路、鴻池組、西松建設、熊谷組

八景島シーパラダイス

国土交通省、国土地理院

前田建設工業、東海コンクリート工業

ミッドランドスクエア

ソニーEMCS、ソニーDADC ジャパン

関東バス、伊勢湾海運、太平洋フェリー

アートヴィレッジ大崎

ドコモ・モバイル、 JA 全農、JA バンク、JA 共済

電源開発、東北発電工業、横浜港振興協会

湘南モールフィル

NTT 西日本、NTT ネオメイト

横浜国際客船ターミナル、名古屋港埠頭

相鉄ビルマネジメント、相鉄企業

NTT コムウェア、NTT ロジスコ

大阪ガス、東邦ガス、南西石油、四国ガス

岡崎城、つくばエキスポセンター

NTT コミュニケーション、メリルリンチ日本証券

関西電力、犬山ガス、武州瓦斯

国立淡路青少年交流の家

セイコーエプソン、富士通

名古屋高等裁判所、高知県中央東土木事務所

東急インホテル、四国銀行

富士通マイクロエレクトロニクス

高知地方裁判所、愛知県警察

ザ・ガーデンタワーズ

富士通フロンテックシステムズ

神奈川県庁、横浜消防本部

明治安田生命、野村不動産

富士通セミコンダクターテクノロジ

名古屋市役所、坂出市教育委員会

新宿野村ビル、センチュリー豊田ビル

富士通インテグレーテッドマイクロ

奈良市役所、豊田市役所、滋賀県消防学校

第２豊田ビル、大阪豊田ビル

パナソニック、トヨタ L&F

浦安市。豊明市役所、橿原市役所

近鉄名古屋ビル、藤信不動産

トヨタ車体、ネッツトヨタ、トヨタテクノクラフト

生駒市役所、天理市役所、粕屋町

日本食研ホールディングス

本田技研工業、すずき自動車、日野自動車

石岡市役所、桑名市役所、板橋区役所

アドパークコミュニケーションズ

住友金属鉱山、住友精密工業

愛知産業貿易館、海部南部水道企業団

ミレア・モンディアル、大成

住友電設、住友重機械工業

名古屋市立大学、高知女子大学、近畿大学

シネックス、大岡技研、臼杵運送

日立製作所、日立金属、日立金属ファインテック

生駒市消防本部、神奈川芸術劇場

愛知陸運、サンエツ運輸

日立プラントテクノロジー

國學院大學、学習院、江戸川大学、東京農大

碧南運輸、山松水産、山手冷蔵

日産化学工業、日鉄エレックス

大阪府立大学、北陸先端科学技術大学院大学

日水物流、 AMB プロパティ

クボタ、新日鉄住金化学

大阪大学、日本歯科大学、立命館大学、東海大学

岡本物流、農協物流、福岡運輸

王子ホールディングス、、王子パッケージング

東北工業大学、大阪教育大、日本福祉大学

大阪中央冷蔵、サンエイ

王子チヨダコンテナ、王子タック

愛知大学、国立音大、宇都宮大学、三重大学

クリタ分析センター、ニッケン

王子マテリア、王子エフテックス

航空保安大学校、阿南工業高専

ユニシス、ワダックス

ブリジストン、ＪＦＥ

弓削商船、大島商船高等学校、熊本学園大学

エイデン、産業技術総合研究所

富士フィルム、オリンパス、ニコン

新居浜工業、佐世保工業高等学校

エンゼルパーク駐車場

東芝三菱電機産業システム

八代工業高等学校、高知工業高専

中部日本自動車学校

日本板硝子、旭硝子

詫間電波工業高専、和歌山工業高専

サイタスマネジメント、日通旅行

三井金属鉱業、三井ハイテック

池坊お茶の水学院、桜美林高等学校

日刊オフセット、井上石灰工業

三菱マテリアル、三菱化学、サカタインクス

三重高等学校、立教学院、鹿児島高専

日本ダイヤバルブ、プレス工業

ピーエス三菱、日本エアロフォージ

明星学苑、玉川聖学園、堀之内学園、東京女学館

トピー工業、エクセル出版

日本ルーブルリゾール

セントヨゼフ女子学園、千代田女学園。実践女子学園

カワイ電線、プレテック

日本ジュースターミナル

小田原女子短期大学、山梨県立わかば支援学校

本願寺岐阜別院、長谷寺

日軽エムシーアルミ、日本エア・リキード

仁愛女子短期大学、賢明女子学園

磯自慢酒造、宝酒造

メーキュー、ヤマモリ

名古屋文化学園、水野学園、聖望学園

土井酒造、寒梅酒造

日本化学工業、小野薬品工業、日本製薬

渋谷外国語専門学校、日本デザイン学校

イワノヤ、三愛物産、甲山製作所

ファイザー、グラクソ・スミスクライン

生駒市立小学校、生駒市立中学校

ケミカル工業、オハラ樹脂工業

鶴見曹達、日本精線、旭ダイヤモンド工業

海老名市小中学校、土岐市立泉中学校

サンコールエンジニアリング

キリンビール、日清オイリオ

愛媛県歯科医師会、赤十字病院、立正佼成会

企業警備保障、ジャスコエンジニア

東ソー、日本耐酸壜工業

近藤医院、羽場医院、姫路北病院、山梨厚生病院

東洋ゴム工業、極東ゴム

NSSLC サービス、日本食研

吉川内科小児科病院、豊川市民病院、高知医療センター

東海ゴム工業、東洋合成工業

ニチレイフーズ、東邦化成

井上眼科病院、アポロニア歯科、沼津市民病院

愛知トヨタ、京都トヨペット

コーシン乳業、よつ葉乳業、月島食品工業

大阪市民病院、藤田クリニック、瀬田川病院

極東興和、藤森工業

日本ハム、南日本ハム、ライオンフーズ

ビクターインテリア、天野エンザイム

関東電化工業、東海合金工業

YKK、YKKAP、キトー、三洋物産

日本ペイント、SWS、東タイ、テノ.コーポレーション

ニチレイ・ロジスティクス

Meiji Seika ファルマ、名給

青山製作所、藤井製作所、西川ゴム工業

静和工業、電気化学工業、理研コランダム

TG ロジスティクス、ウィンテック

カヤバシステムマシナリー、スチールセンター

湯浅製作所、安部日鋼工業

AGF、カルビー、カルピス

興国インテック、リンテック

スカイシステム、タダノ、キクテック

INAX、TOTO、リンナイ、エスケーエレクトロニクス

ニチアス、IHI、ヤマハ、田島ルーフィング

タイガースポリマー、理研機械

ナイス、アサヒ ファシリティズ

住友林業クレス、,朝日スチール工業

日本ペイント、大日本印刷、東洋インキ

オムロン、オムロンオートモーティブエレクトロニクス

新日鉄住金化学、高知県立植物園

未来工業、因幡電機産業

アエラホーム、日本空調サービス

東京交通局

コカコーラ、ヤマハ音楽振興会

