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株式会社ワイエスシーは、平成２年以来、通信業界において常にお客様の求めるサービスと
は何かを考え、試行錯誤を重ねながら挑戦をつづけて事業を展開して参りました。
これからもなお、地域の金融機関様や地元の企業様と提携し、地域のひとびとのくらしを
ゆたかすにするよう努め、皆様に貢献できる企業を目指して参ります。

社名 株式会社ワイエスシー
創業 1990年（平成２年）１月8日
資本金 4,000万円
代表取締役 小泉 友里
売上高 247億7,900万（2021年２月期）
所在地 〒220‐6212 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 ｸｲｰﾝｽﾞﾀﾜｰC 12F
主要取引銀行 三菱UFJ銀行 横浜駅前支店

横浜銀行 横浜駅前支店
みずほ銀行 横浜駅前支店
神奈川銀行 本店営業部

当社は「SDGs」の理念に賛同し、その目標達成と持続可能な社会の実現に向け、事業を通じ
社会の課題解決に取り組んでいます。

第五回認証事業者として登録企業として積極的に活動しています。

「SDGs (エス・ディー・ジーズ Sustainable Development Goals)」とは

2015年に国連サミットで193ヵ国によって採択された2030年までの国際目標です。

【携帯電話ショップ運営・DX化推進】
【法人向け通信機器販売/IoTサービスの提供】
ご利用者様のセキュリティやプライバシーの
安全・安心を実現した快適なデジタルライフの
為にお手伝いをさせていただきます。

■企業理念

■当社の役割

【全体は部分の総和に勝る】
全員参加をキーワードに個々の強みを生かし
チームとして最大のパフォーマンスを発揮す
ることで持続可能な社会の実現に貢献をして

まいります。

■当社の取組

【再生可能エネルギー・ソリューション事業】
自家消費発電太陽光システムの導入支援
法人様・個人様それぞれのニーズにあうカーボン
ニュートラルへの取組を推進しております。

ご挨拶

会社概要

ＳＤＧｓの取組

株式会社ワイエスシー
新規ビジネス部



あ新たな販売先・仕入先のご紹介、新製品開発やFC加業のご紹らには、
コスト削減に関する有効１情報をお持ちの企業のご紹介等、お客さまの
最適な「<みずほ>のお取引先」をご紹介させていただくサ
ービスです

ビジネスマッチングの取り組み

ビジネスマッチングとは？

お客さまの経営課題解決のために

銀行のお客様同士をお引き合わせいただくサービスです。

銀行のお取引先企業に提携先期間としてご紹いただく事で、

事業拡大・経営の合理化・業務提携等の様々な課題の解決するサービスです。

当社は地域の金融機関様とビジネスマッチング契約を交わし

銀行様ビジネスパートナーとして活動しております。

主に、コスト削減提案をはじめ補助金・助成金のご案内や

再生可能エネルギーのご提案の対応させていただいております。
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ESG＝「企業の長期的な成長目標」
企業価値を向上させるために欠かせなくなっている『ESG経営』
それは、長期的な成長を持続させるための戦略的な経営活動です。
但し、この取り組みは社会道徳の枠組みの中で語られるものではなく
自社へのメリット(利益)を増やすことも必要と考えます。
これからも弊社がサポートできる分野で貢献し続けて参ります。

脱炭素推進

自家消費型太陽光発電

電気は『売る』時代から『使う』時代へ

「再エネ」
「省エネ」

「コスト削減」

CO2削減
ESG対策
SDGｓ対策

=

【ご提案項目】DX推進

ICTサービス推進

補助金
助成金
節税

地域密着
地元応援

アフターフォロー

通信サービス
自社IoT提供
DX化・ICT相談

株式会社ワイエスシーはNTT東日本の紹介パートナー企業です。
地域顧客様DX化の課題解決サポートをさせていただきます。

銀行様

③ 有益なｻｰﾋﾞｽ・情報提供

当社の強みを生かして、あらゆる業種の企業様の

お困りごとの解決に適切なサービスをご提案します

※当社にて対応出来かねる案件もございます。予めご了承下さい

省エネ提案

電気代削減

② 企業開示① 課題相談

お取引先様

【ご対応例】
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感染症対策やテレワーク支援など
お客様のご利用用途に合わせてご提案

OA機器の見直し・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線設備
多様なOA機器のご提案が可能

防犯ｶﾒﾗ・ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ対策
原因究明・環境復旧などｻﾎﾟｰﾄ体制充実

HP作成・補助金・助成金の案内
ﾌﾟﾛによる導入ｻﾎﾟｰﾄ、ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ支援

総務・人事・労務・経理
業務改善クラウドサービスご案内

【ご対応例】

【ご対応例】

自宅屋根
太陽光発電

EV自動車
ﾊﾞｯﾃﾘｰに充電

自宅へ給電

電気利用＋
太陽光発電

EV自動車
ﾊﾞｯﾃﾘｰに充電

よくあるごご質問① V2Hについて・蓄電池比較
❒ 電気代を節約できる
❒ 家庭用蓄電池より蓄電容量が大きい
❒ EVやPHVの充電が家庭用コンセントより短時間
❒ 補助金を受けることができる

よくあるご質問② 補償について
❒ パネルの出力補償 25年
システム・その他機器 10年
施工補償 10年（施工会社に準ずる）

よくあるご質問③ メンテナンス
❒ 基本はメンテナンスフリー
但し、パワーコンディショナー
のみ消耗品機器の為
15年程度で入替が
必要になります。

株式会社ワイエスシーは「SDGs」の理念に賛同し、その達成に向けて貢献してまいります。

再生可能エネルギーの取り組み・提案に注力しています。

DX

LED

導入業種：板金加工業
導入場所：事務所・工場
導入本数：蛍光灯165本 投光器20台
削減効果：照明約67%削減
工事期間 : 3日間

従来より工場内は高さがあり水銀灯の
交換は、その都度業者への依頼が必要
で費用面でも大変でした。更に、今回
のコスト削減に加え広範囲で明るさも
保て仕事の効率も上がりました。

ビジネスマッチング 『ご提案までの流れ』
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導入業種：運送業
導入場所：事務所・整備場
導入本数：蛍光灯80本 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ8台
削減効果：照明約72%削減
工事期間 : 2日間

電気料金の高騰に併せ、省エネとなる
LED照明機器の導入を決定しました。
稼働時間が長い為、導入後すぐにコス
ト削減に繋がりました。照明機器の値
上がり前に導入でき助かりました。

日当りが良い物件を新築で購入したが
太陽光設置には興味があり、設置した
場合の金額・施工方法や補償にてついて
安心・安全に対応してくれる信頼できる
業者を探していた。

導入先 ：神奈川県平塚市
築年数 ：２年
設置枚数 ：12枚
発電システム：4.14kW
年間発電額 ：4,507kWh

災害時の対策として太陽光発電を検討し
ており、いくつかの業者に設置の依頼を
お願いしたが、費用対効果が合わない事
と、設置を対応可能な業者がいなく諦め
ていたところを対応してもらった。

導入先 ：神奈川県横浜市
築年数 ：30年
設置枚数 ：10枚
発電システム：3.45
年間発電額 ：3,753kWh

導入業種 ：鉄骨建築工事
築年数 ：25年
設置枚数 ：180枚
発電システム：62.100kWh
年間発電額 ：51,797kWh

導入業種 ：工作機器・製造・開発
築年数 ：10年
設置枚数 ：20枚＋蓄電池
発電システム：7.59kW＋12kWh
年間発電額 ：8,349kwh

災害時の電源確保を検討しており
蓄電池に興味があったので相談
あわせて自社工場の屋根のスペースを
1/3程度利用し最低限の電源の確保する
事も検討し太陽光発電を導入に至った。

脱炭素に取り組まない事がビジネスに
おいてリスクと感じ導入を検討しまし
た。導入にあたり補助金の活用が出来
た事で費用も抑えられました。今後は
BCP対策にも活用していきたいです。
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LED照明の特徴として消費電力が少なく照度もあり
電気料金のコストダウンが魅力です。
また、CO2削減効果も見込まれます。
紫外線フリーの為、共用部分や街灯など虫が集まりに
くい効果があります。
現地調査・商品選択・スケジュール相談・施工まで
ワンストップでお客様に最適なご提案をいたします。


