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ロジスティクスも、変わる
インターネットの発展は消費行動を大きく変えました。
そしてAI や IoT の急激な進化は、新たなビジネスやワークスタイルを生み出そうとしています。
この時代の変化に、ロジスティクスの世界だけが取り残されていいはずがありません。
2020年には全世界で 300億個以上の IoT が普及し、ロジスティクスでも 45億個が利用されると言われています。
この変化を担うメインプレイヤーとして、SEAOSは先端技術に挑み続けます。
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ロジスティクス診断
 人の目では発見できない、膨大なデータに隠れた課題をデジタル技術で診
断。さまざまな角度からわかりやすくレポートすることで、課題解決だけ
でなく新たなビジネスも創出します。

ロジスティクス・コンサルティング
 ロジスティクスに特化したコンサルティングが企業活動を強力に支援。日
本を代表する企業の大規模ロジスティクス改革に活かされています。

アルゴリズム
 ロジスティクスで制御すべき「Goods」（商品・在庫）、「Spaces」（拠点
内全ての空間）、「Tasks」（仕事）、「Transportation」（車・鉄道・ドローン
など配送手段）の４リソース全てを包含したアルゴリズム群は、これまで
数多くのお客様から信頼を勝ち得てきました。これらは AI、IoT など最新
テクノロジーを紡ぎ合わせ、SaaS 型クラウド・サービスとして提供する
ほか、API を使ったお客様側でのシステム開発も可能です。

アウトソース
 カンと経験に頼りがちな業務にセンサーや AIを導入、データに沿った現場
運用で、高い精度・安全性を実現します。その成果は医療や通信機器など
優れた品質が求められる業種をはじめ、多くの現場を担っています。

私たち SEAOSは、ロジスティクスをモノの流れではなくデジタルデータとして理解します。
最先端のセンサーやアルゴリズムが目に見えない課題を浮かび上がらせ、カンや経験だけではなしえない解決法を
導き出し、ロジスティクスの新しい価値を創造します。
それが、SEAOSのスマート・デジタルロジスティクスです。

Business line
SEAOSは、ロジスティクスの省力化や効率化だけにとどまらず、より人間的で生産性の高い
企業活動が行われるスマート・デジタルロジスティクスに取り組んでいます。

SEAOSは、
世界のすべてのロジスティクスをデジタル化する

スマート・デジタルロジスティクス カンパニーです。



スマート・デジタルロジスティクス カンパニーです。

ILLUSTRATION BY Andrew Joyce



Division
LEOS
業界トップ企業のロジスティクスを支えた技術で
企業経営をサポート
SEAOSではロジスティクスに必要な技術を「12technologies」と呼ぶ 12の項目
に分類。各パートのプロフェッショナルによるロジスティクスのデジタル化が、
問題の発見と解決、そして企業の将来を支えるビジネスの種を発見します。

I2A
すべてのロジスティクスにスマートデジタル化を
もたらすアプリケーションを提供
常に最先端を行くRobotics/AI/IoT技術の研究に取り組み、大企業向け統合
システムから個人事業主向けスマホアプリまですべてのロジスティクスをスマート
デジタル化するためのアプリケーションやサービスを生み出し続けます。

MS
医療業界の生産性向上と病院経営の向上へ
SEAOSは創業から一貫して医療業界の生産性向上に取り組んできました。増加
し続ける医療費や慢性的な人手不足と言った業界の問題解決は、局所的な業務
改善ではなし得ません。SEAOSは、メーカー、ディーラー、医療機関をつなぐロジ
スティクスにIoTや画像処理技術など最先端技術を活用したアプリケーションを用
意し、この問題に挑み続けています。
医療機関の様々なデータ（材料・薬剤消費データ、設備・医療従事者稼働データ、
償還データなど）から形成される MMD（Master Medication Database）が、経営
改善や医療品質の向上に資する分析を提供します。

事業部

Logistics Engineering Operation Systems

Industrial Interweaving & Applications

Medical Stream



はじめましてシーオス株式会社代表取締役の松島聡です。
2000年に創業したSEAOSはあらゆる産業のロジスティクス、サプライチェーンという領域
にデジタルネットワークの技術を持ち込み、その活動の生産性向上に貢献をしてまいりました。

今やその技術の発展はIoT、Robotics、AI（人工知能）などによる劇的な技術環境の変化
により、産業の垣根を越えたインダストリー・コンバージェンスの競争をもたらしました。
弊社の技術革新への飽くなき挑戦もまさにこの真っ只中にあります。この先の未来は既存
ビジネスにおける生産性の向上というレベルの競争からこれらの技術を活用し新たなビジネス
モデルを獲得して企業価値を根本から変えていく競争になっていきます。
また、RoboticsやAI（人工知能）は人の仕事を奪うのではなく、人の仕事をサポートし、
人が人にしかできないことによる豊かさを社会にもたらすために活用していく技術です。これ
まで人がやらなくても良いことに多大な時間を費やさざるをえなかった人類がより人間らしく、
人間にしかできない人と人との関係、人が思う、人が感じるそういう喜びにより多くの時間を
費やすことができる。人間だからこそできる価値にシフトしていく大きな変化です。
さらにIoTの活用によりこれまでにない詳細かつタイムリーなデータの共有と機械学習は世の
中のあらゆるリソースの稼働率を高めるシェアリング・エコノミーを実現させ、消費から循環の
社会変化をもたらすことでしょう。

これらの一連の変化はサプライサイドからユーザーサイドへ
力学をシフトさせかつ消費から循環へ地球環境との良好な
関係を築いていく、その結果人間が人間らしく豊かになる。
これこそが第４次産業革命だと私は考えています。
その中でSEAOSはスマート・デジタルロジスティクス・
カンパニーとしてGoods、Spaces、Tasks、Transportationの
４つのロジスティクス・リソースの稼働を最大限高め社会
に多くの恩恵をもたらす技術を提供してまいります。

技術は広くあまねく社会に活用され、その結果どれだけ多くの
恩恵を社会にもたらすことができたかで評価されるべきだと
SEAOSは考えています。その恩恵の対価をいただくことで
持続的成長ができるよう日々企業努力を続けてまいります。

シーオス株式会社
代表取締役社長



地球の表面積の 71％を占め、生命の誕生を育んだ母なる海（SEA）のような 
懐の広さ・深さを持ったOperation と Systemの会社になることを
SEAOSは目指しています。

社会の発展に技術をもって貢献すること、お客様の経営のために
なること、社員の育成のためになること、それら 3つを同時に満
たすことしかすべきではない。

社名の由来

SEAOS 5つの理念
社会のため

決して慢心することなく、常に技術力向上に努めること。謙虚
今の自分の立場は、これまで自分が出会った多くの方々を通じて
培われていることを忘れず、感謝すること。感謝
人材の能力が会社の能力である。人材の育成なくして会社の成長は
ない。上司は部下に仕事を振るのではなく、教育目的をもって部下
に仕事を任せ教えること。

教育・人材育成

相手の立場に立つこと、常に主語は、社会、お客様、自分以外
のSEAOSチームメンバーであること。自分以外

Quent
開発

開発
Ective
OpSAS

Xble

Robotics



公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会より、
ロジスティクス推進に向けて優れた実績をあげた企業
に送られる、日本ロジスティクス大賞を2回受賞して
います。2001年に高度なロジスティックシステムを
構築したことが評価され、日本ロジスティクス大賞を
受賞。2009年には市場の変化に対し柔軟に対応す
るロジスティクスを構築したことが評価され 日本ロジ
スティクス大賞奨励賞を受賞しています。

当社の歩みは2000年の医療流通、医療流通シス
テムのアウトソーシングからスタートしました。
高い信頼性と詳細な管理が必要な医療市場での
技術・ノウハウを活かし、携帯キャリア、自動
車部品、通販やオムニチャネルなど時代が求め
るロジスティクスを積極的に牽引してきました。
もっとスマートでデジタルなロジスティクスを。
SEAOSの技術は世界へ向けて発展し続けます。

沿革・歴史

受賞歴

（株）メディカルストリームとして
医療流通事業をスタート

日本ロジスティクス大賞受賞

シーオス株式会社へ社名変更

SEAOSへ社名ロゴ変更

通信流通・自動車メーカー・
製造業に参入

標準作業書・タクト表、
作業別原価管理の開発

川崎事業所立ち上げ

EC支援事業開始

全国12ヶ所に散在していた
携帯電話事業者の拠点を５ヶ所に統合

国内最大手携帯電話事業者へ、
Mr.Stream（WMS）を提供開始

BtoC事業の展開BtoC事業：製造流通

大手流通業者向けVMIセンター構築中国に向けMr.StreamⓇ（WMS）を開発

iPadを使った
ID倉庫＊システム（物流インテリジェント化）
を開発

iPhoneを使った
ID運輸＊システム（配車・動態管理）
を開発

晴海事業所立ち上げ
大阪事業所立ち上げ

野田事業所立ち上げ

ロボティクス研究開発に着手RFIDを利用した
次世代医療物流の
技術開発

大手コンビニ向け
Quent（IoT/M2M対応TMS）提供開始

大手流通業者ECサイト企画運営全般をアウトソース

EC業務支援の拡大 医療専用運送事業 開始

日本ロジスティクス大賞奨励賞受賞
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カテ室
POS

オムニチャネル対応
EC向け

基幹システム
DReC

開発

店舗在庫をECと共有

食品宅配事業支援（TCシステム）
提供開始　
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開発
セル出荷®

引当種別®

開発
店舗型セル
出荷システム®

Company historyHistory of development

＊ID倉庫、ID運輸：大塚倉庫株式会社が運用中の IT 化された倉庫・運輸プラットフォーム。
　SEAOSがアルゴリズムを提供
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http://www.seaos.co.jp

シーオス株式会社 本　　　社 ：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18  東急不動産恵比寿ビル 7階
   TEL  03-5791-1170 FAX  03-5791-1175

恵比寿サテライト ：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-24-15  シエルブルー恵比寿EAST 4階
オフィス

川崎事業所 ：〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島6-11 かわさきファズ B棟 1階・4階
   TEL  044-280-2602 FAX  044-280-2603

大阪事業所 ：〒562-0036 大阪府箕面市船場西2-1-1 エリモビル 6階
   TEL  072-730-0605

晴海事業所 ：〒104-0053 東京都中央区晴海4-7-4 大塚倉庫 4階
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