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 1 JAL Group 

 

ご挨拶 

弊社は、1988年世界の情報を集める日本最初のコントロールリスク会社として、日本航空

の協力を得て設立し、その後全日空の協力も頂き航空保安検査業務、高速道路パトロール業

務、駐車監視業務、総合施設管理業務と業務を拡大して参りました。 

 

 危機管理コンサルティング事業は、設立以来長年の間、国際社会における企業リスク対策

として適格、重要な情報を配信し続け、特にクライアント企業様より大きな信頼を得ており

ます。 

 全国主要空港に従事する弊社の航空保安検査業務の実績品質は、各国関係機関から高い評

価（英国の SKYTRAX社が実施する国際空港評価において、出発保安検査の評価が毎年高い順

位にあります。）を得ております。 

 高速道路パトロール、駐車監視業務では、東京・神奈川の主要道路において交通の安全と

円滑な交通の流れを確保するため、日々業務に専念し、関係機関や一般の方々からも信頼を

得ております。 

 総合施設管理業務は、各方面における実績を積重ねると共に、どんどん信頼度も高まって

おります。 

 また東日本大震災に伴う福島原発の災害を受け、現在は自然エネルギー事業への参画を進

め、MJSソーラー（株）を合弁会社として立ち上げました。国内におけるバイオマス発電、

メガソーラー建設に着手しております。 

 

 弊社は理念として、当初より営利追求を至上とせず、社会に貢献できる企業を目指して参

りましたが、社員一同の努力により多大な信頼を得ることができました。経営者として、大

変誇らしく思います。引続き、この信頼を継続するために、精一杯努力して参ります。 

 一方、弊社の業務内容は何よりも人間力が重要です。毎年社員より頂戴する意識調査を通

じ、社内改善を進めております。今後も社員ひとり独りが社会を支えているという、社会貢

献の重要性と使命感を持って充実した毎日を送る事が出来るよう、職場の環境作りに努めて

参りたいと思います。 

 

 事業を通じ、社会と皆様の安心安全そして幸せに貢献すべく、一歩先を見据えた価値観の

創造に努め、社員一丸となって前進して行く所存です。 

   

平成 30年 3月 1日 

 

代表取締役会長 亀 井 静 香 

代表取締役社長 齊 藤 正 典 
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会社概要 

名称 株式会社 ジェイ・エス・エス 

（Japan Security Support Co. Ltd.） 

所在地 〒160-0017 東京都新宿区左門町 6番地 4 

設立 1988年 2月 

代表者 代表取締役会長 亀井静香 

代表取締役社長 齊藤正典 

事業内容 「総合安全サービス」の提供 

 

○保安警備事業 

・空港保安検査業務 

・施設警備業務(空港関連施設) 

 

○危機管理コンサルティング事業 

・海外情報の提供と調査報告 

・危機管理コンサルティング・サービス 

・安全チェックおよび安全対策指導、安全教育 

・緊急事態発生時の支援とコンサルティング 

 

○交通管理事業 

・高速道路における交通管理業務 

・一般道路における駐車監視業務 

 

○総合施設管理事業 

・各種施設設備の総合管理 

・施設警備業務 

・ATM運用管理業務 

売上高 78.35億円（2016年度） 

社員数 1,887名（2018年 4月現在） 

ホームページ（URL） https://www.jss-ltd.co.jp/ 

 



 

 3 JAL Group 

 

全国主要 7空港に支店・営業所を展開 

 

 

 

 

 

 

 

那覇空港（OKA） 

新千歳空港（CTS） 

空港支店・営業所 

仙台空港（SDJ） 

成田国際空港（NRT） 

東京国際空港（HND） 

航空保安事業本部（本社） 

関西国際空港（KIX） 

福岡空港（FUK） 
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札幌営業所 

 
〒066-0012 

北海道千歳市美々 

新千歳空港内ターミナルアネックスビル 2F  

TEL : 0123-46-2115  

FAX : 0123-46-2117 

 

仙台営業所 

〒989-2401 

宮城県名取市下増田字南原仙台空港内  

TEL : 022-383-6392  

FAX : 022-393-4019 

 

成田支店 

〒282-0004 

千葉県成田市成田国際空港 

第 2旅客ターミナルビル M3043号  

TEL : 0476-34-6722  

FAX : 0476-34-6723 

 

 

東京支店 

〒144-0041 

東京都大田区羽田空港 2-6-5 

国際線旅客ターミナルビル 2F  

TEL : 03-5757-7817  

FAX : 03-5757-7819 
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関西国際空港支店 

 
〒598-0048 

大阪府泉佐野市りんくう往来北 2-21 

りんくう物流センター4F 

TEL : 072-463-0994  

FAX : 072-463-0995 

 

 

福岡営業所 

〒812-0003 

福岡県福岡市博多区大字下臼井 767-1 

福岡空港国内線ターミナルビル 5F  

TEL : 092-626-7035  

FAX : 092-626-7082 

 

 

沖縄支店 

〒901-0142 

沖縄県那覇市鏡水 150  

国内線旅客ターミナル内   

TEL : 098-858-4145  

FAX : 098-858-4146 
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業務案内 

保安検査業務 

ハイジャックや航空機爆破等の不法な行為を未然に防止する為、お客様および機内持込手荷物ならび

に受託手荷物に対する検査業務を行います。 

 

 

機内持込手荷物検査 

 

お客様が客室内に持込む手荷物およびお客様の身体に対する検査業務で、爆発物

や航空機への搭載が禁止されている物品は当然のことですが、客室内に持込むこ

とが禁止されている凶器等が持ち込まれないよう、Ｘ線透視手荷物検査装置およ

び金属探知器を使用し検査する業務です。 

 

 

受託手荷物検査  

① 従来の検査 

航空機の貨物室へ搭載するお客様の手荷物（スーツケース等）に対する搭乗手続

き前に実施する検査業務で、爆発物や航空機への搭載が禁止されている物品が搭

載されないよう、Ｘ線透視手荷物検査装置を使用し検査する業務です。 

②インライン検査 

お客様がチェックインカウターでお預けになった荷物がベルトコンベアにて搬送

される途上に、高性能のインライン検査装置システムにより行う検査です。 

 

空港職員に対する保安検査 

  

空港職員の専用出入口にてパイロット・客室乗務員・航空機の周辺で作業する職

員等に対する検査業務です。 
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沖縄支店概要 

所在地 〒901-0142 沖縄県那覇市鏡水 150 国内線旅客ターミナルビル内 

事業内容 空港保安検査業務 

就業場所 那覇空港 国内線旅客ターミナルビル 

勤務形態 シフト制（1ヶ月変形労働時間制） 

月間休日数 8 ～ 9日 

勤務時間 

例） 早番 6：00 ～ 15：00  遅番 11：00 ～ 21：30 

平均休憩時間 120分 

※航空会社の運航ダイヤ等により変動します。 

社員数 
支店全体 259名 

保安検査員 256名   ※平成 30年 5月 1日時点 

男女比率 
男性 52％ 

女性 48％ 
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 沖縄支店 組織図 

 

航空保安事業本部 支店長 隊長 副隊長 マネージャー

チーフリーダー

チーム1 チーム21

チーム2 チーム22

チーム3 チーム23

チーム4 チーム24

チーフリーダー

チーム5 チーム25

チーム6 チーム26

チーム7 チーム27

チーム8 チーム28

チーフリーダー

チーム9 チーム29

チーム10 チーム30

チーム11 チーム31

チーム12 チーム32

チーフリーダー

チーム13 チーム33

チーム14 チーム34

チーム15 チーム35

チーム16 チーム36

チーフリーダー

チーム17 チーム37

チーム18 チーム38

チーム19 チーム39

チーム20 チーム40

沖縄支店組織構成要員（平成 30年 5月 1日時点） 

（管理職）支店長 1 名  隊長 1 名  副隊長 1 名  

マネージャー1名 

（ 役職 ）チーフリーダー4名  リーダー11名 

     リーダー補佐 6名 

（一般職）231名（内、育児短時間勤務 19名） 

 

※1チーム＝5名体制 
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福利厚生など 

社会保険 
・健康保険（日本航空健康保険）  

・厚生年金  ・雇用保険  ・労災保険  ・介護保険 

保養施設等の格安利用 
・日本航空健康保険組合直営の保養施設、提携スポーツ施設等 

・JALグループ旅行会社の旅行商品等 

社内貸付制度 入社 1年以上の社員は規定により利用できます。 

慶弔金制度 結婚祝金、出産祝金、傷病見舞金等 

 

○賃金関係 

 諸手当は次の通りです 

 （一部手当については支給額が地域により異なるものがあります。） 

諸手当 

役職手当／資格手当／家族手当／現場手当／住宅手当 

通勤手当／特別手当／時間外勤務手当／深夜勤務手当 

休日勤務手当／精勤手当／教育手当／特殊勤務手当 

 

○休暇関係 

有休休暇 

勤続年数 6ヶ月 1年 6ヶ月 2年 6ヶ月 3年 6ヶ月 4年 6ヶ月 

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 

勤続年数 5年 6ヶ月 6年 6ヶ月 6年 6ヶ月以降（毎年） 

付与日数 18日 20日 20日 

特別休暇 結婚、出産、法要等の場合（就業規則による） 

臨時休暇 業務上の住居移転等の場合（就業規則による） 

育児休業 

育児介護休業法の改正に伴い原則 1 歳 6 ヶ月から 2 歳までとする。但

し、弊社は子育て支援の観点から、本人の申し出があり、会社が認め

た場合は、3歳に達するまで延長が可能。 

 

○福利厚生 
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採用から入社まで 

2019年（平成 31年）度 新卒入社の募集について 

エントリーは、こちらより ⇒ 

  

 

エントリー

•マイナビ2019よりエントリー

•各学校のキャリアセンターより応募

説明会

•職場見学（企業説明会）の参加

応募

•応募書類の送付

選考

•採用試験（筆記・面接）

内定

•内定（内定者に内定承諾書を郵送）

オリエンテ
ーション

•内定承諾者に対するオリエンテーション

入社

•入社
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入社からの流れ 

 

１ 入社

２ 新任教育（約２週間）※業務に必要な知識の習得

○社会人としての心構え

○関係法令

○保安検査の社会的役割

○各検査担当者の役割（OJT・OFFJT）

３ 現場配属

４ 社内資格者取得に取り組む（３～５か月）

○モニター教育取得

５ 国家資格取得に取り組む（空港保安検定２級）

○筆記及び実技試験

６ 国家資格取得に取り組む（空港保安検定１級）

○筆記及び実技試験

保安検査隊に配属された場合 2週間の座学・実技研修終了後、各班に配属され、現場業務に従事

します。これ以降、関係法令に基づく法定教育、社内・国家資格取得に向けた様々な研修・教育

が定期的に実施されます。ベテランの先輩が親切丁寧に指導しますので、初心者でも全く心配な

く働くことが可能です。 

 

※空港保安検定 1級受講する為には、2級合格後、1年間の実務経験が必要となる 
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社内資格 

 

保安検査業務 X-RAYモニター資格 

 

X-RAY解析技能を駆使し、爆発物、輸送禁止品、

制限品等の有無を判断できるレベルの資格 

 

 

案内資格 

 

様々な搭乗券の有効性を理解し、一定の接遇能力

を有するレベルの資格 

 

ボディーチェック資格 

 

携帯用金属探知器や手指にて直接お客様のお体を

検査する技能を有するレベルの資格 

 

 

開披資格 

 

手荷物の中から危険品を排除し、輸送禁止品、制

限品の取扱いを理解し、適切に取り扱うことがで

きるレベルの資格 
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国家資格 

 

 

 

 

 

【 空港保安検定 1級 】 

 

○空港保安検査において責任者として従事していただ

くレベルの資格 

 

  ※社内では 1級航空保安検査士と称する 

 

 

 

 

 

【 空港保安検定 2級 】 

 

○空港保安検査において全般的な知識を有するレベル

の資格 

 

  ※社内では 2級航空保安検査士と称する 
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社内教育 

入社してから現場配属に至るまでに、様々な知識・技術を身に付けなければなりません。弊

社では関係法令で定められた 30時間の教育以外にも、接遇教育等の外部講習を取り入れ、よ

りスキルの高い人材育成に力を入れています。 

新任教育 
     

教育・研修制度 

航空会社職員による接遇講習 

    

     

消防本部職員による応急救護講習 

農林水産省職員による植物防疫講習 
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海外研修制度 

海外研修では、現地空港での保安検査場視察及び検査員とのセッション等を通じ

て見聞を広め、社内での更なるステップアップに活かしています。 

シアトル・タコマ国際空港（アメリカ） 

   

桃園国際空港（台湾） 

   

 

ダニエル・K・イノウエ国際空港（ハワイ） 
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 レクリエーション 

弊社では社内コミュニケーション向上、社員のモチベーションアップを目的とした様々なレ

クリエーションを企画・実施しています。その中のいくつかを紹介致します。 

○永年勤続者表彰 

 長年に渡り、弊社に貢献している社員を表彰することにより、モチベーションアップを図

っております。 

   

○バーベキュー 

 毎年、夏になると各グループや仲の良い社員同士で実施しています。 

   

○川遊び 

 本島北部の滝や川で、泳いだり、ランチを楽しんだりします。 
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〇野球・フットサル 

 経験者から経験のない社員も「みんなで楽しく」をテーマに活動しています。 

   

○釣り（平成 30年同好会発足） 

 釣り愛好家で遊ぶ程度で実施していましたが、この度、沖縄支店同好会第一号として活動

の幅を広げることになりました。 

 

   

※この他にも、女子会やご近所会等、様々なレクリエーションを通して社内のコミュニケーションを

図っています。 

 今後は会社公認の同好会を増やし、これまで以上に仕事とプライベートの充実を図れる様に努めて

いきたいと考えています。 

   



 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

《採用に関するお問い合わせ》 

株式会社ジェイ・エス・エス 

本社 航空保安事業本部 

☎ 03-5919-0736 

沖縄支店 

☎ 098-858-4145 


