
MESSAGE
ご挨拶

今、地方の時代と言われています。

地方へのUターン、Iターン等を特集する記事も多数あり、私
自身が10年近く地方の会社を経営してきた経験からみて
も、最近、「地方ブーム」を感じる機会が多数あります。

ただ、地方と東京とを行き来した生活をしていると、地方の
良いところがいっぱい見えてくる反面、地方の足りない点も
多数見えてきました。

地方の会社の足りないこと、言い換えれば、地方の会社が勝
ち残れる条件、それは「お客様に対して、Value（価値）を出
すことに集中すること」であります。

顧客と接する機会が少なくなりがちな地方企業だからこそ、
常に、エンドユーザーを想定しながら、その顧客にValueを
出していくことに注力する、これさえできれば、距離や時間
を超える 「IT」の性質上、地方の人材が持つ「真面目さ、愚
直さ」と相まって、東京の会社にも負けない品質が提供でき
る会社が出来上がると確信しています。

現在、個人の価値観は多様化し、雇用の在り方も変化しつ
つあります。東北、東日本地域で真面目にITに取り組んでい
る人のため、イーストライズは設立されました。当社は、首都
圏のシステム開発の仕事を着実に実施するニアショア企業
として、また、地元企業のITシステム開発をサポートする企業
として、社員とともに成長していきます。

イーストライズはITを通じて顧客にValueを提供することに
より、地域活性化に貢献していけるよう努力してまいります
ので、皆様方におかれましては、引き続き、ご支援のほど、よ
ろしくお願いいたします。

イーストライズ株式会社　取締役会長

酒井　秀夫



CORPORATE

会社情報

PROFILE会社名

 

本社

 

岩手県盛岡市大通3-2-8

 

岩手金属工業会館

 

6F営業本部

5Fソリューション事業本部／SI事業本部

管理本部／受付

 

TEL019-601-6562　FAX019-601-6563

仙台支社 〒980-0021

   宮城県仙台市青葉区中央2-2-10

   仙都会館

   7Fソフトウェアラボラトリー

TEL022-395-9045　FAX022-395-9046

東京支社

 東京都千代田区丸の内1-5-1

 新丸の内ビルディング 13F

 TEL03-6259-1191　FAX03-6259-1192

大分支社 〒870-0037 

  大分県大分市東春日町17-19
   

  大分ソフィアプラザビル 1F

 TEL097-529-7391　FAX097-529-7392

設立 2013年5月

資本金

代表者

 代表取締役社長　

　　　　　　 顧問　

顧問税理士

従業員数

取引銀行

関連企業

 

花巻ファクトリー 〒025-0092 

 岩手県花巻市大通1丁目3-5   

 花巻市ビジネスインキュベータ2F3号室

 TEL0198-29-6307　FAX0198-29-6308

〒020-0022

〒100-6513

55,550,000円

取締役会長　

税理士法人ASUWA　 

121名（うち女性25名）※2018年5月時点

岩手銀行、七十七銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行

㈱エイチエスパートナーズ、ライズエイト㈱

イーストライズ株式会社 / East rise Co. , Ltd.

『認定ニアショアベンダー』付与認定
 2017.10.24

『岩手県国際リニアコライダー
 推進協議会』加盟
 2017.12.8

『プライバシーマーク』付与認定
 2017.2.14

6F仙台支社受付

東京
ソフトウェア
ラボラトリー
 東京都千代田区神田須田町1-5-12

 村山ビル8F

 TEL03-5207-2417　FAX03-5207-2419

〒141-0041

酒井秀夫

安延申

花塚勇三郎

高橋俊介

一関ファクトリー 〒021-0867 

 岩手県一関市駅前46 マルヨウビル3F   

 

 

TEL0191-34-5912　FAX0191-34-5913



HISTORY
会社沿革

2013年

 

地元Sierへの技術者派遣事業を開始

 

社員数5名

2014年

 

社員数20名突破

2015年

受託開発・支援開発を行う

 

 

社員数40名突破

2016年

 

東京支社を東京都千代田区神田須田町1-5-12に設立

 

仙台支社を宮城県仙台市青葉区中央2-2-10に設立

 

 

 

社員数80名突破

2017年

 

岩手県花巻市に花巻ファクトリー開設

 

事業拡大に伴い盛岡本社、仙台支社増床

 

大分支社を大分県大分市東春日町17-19に設立

岩手県で初となる『認定ニアショアベンダー』に登録(2017年10月24日)

子会社『ライズエイト株式会社』を設立

テレワーク事業を開始

岩手県国際リニアコライダー推進協議会に加盟(2017年12月8日)

社員数100名突破

2018年

『プライバシーマーク』
 付与認定（2018.2.14）

『おもてなし規格認証2018』に登録(2018年5月13日)

岩手県盛岡市にイーストライズ株式会社を設立

地元Sierへの技術者派遣事業を拡大

関東圏クライアント向けにニアショア開発事業を開始

事業拡大に伴い盛岡本社増床

日本サッカーJ1所属『ベガルタ仙台』とスポンサー契約の締結

JIPDEC『プライバシーマーク』を取得(2018年2月14日)

東京支社を東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディングに移転

岩手県一関市に一関ファクトリー開設予定

『おもてなし規格認証2018』
 登録（2018.5.13）

『認定ニアショアベンダー』
 付与認定（2017.10.24）

『ILC推進協議会』
 加盟（2017.12.8）



O RGANIZATION

会社組織図

CHART

取締役会長

代表取締役社長

取締役会プライバシーマーク委員会

SI事業本部
ソリューション

内部監査

　 事業本部
管理本部

  テレワーク
　 事業本部



CORPORATE

企業理念
PHILOSOPHY地方とともに成長する

岩手県は本州最東端の地があり、本州で最初に太陽が昇る
県であります。地方発の我々の新しい取り組みを、東から進
めていこうという思いを込め、「イーストライズ」と名付けま
した。
我々は岩手からスタートした会社ですが、この動きが地方全
体に加速化することを願っています。

イーストライズの約束

成長意欲のある皆様とともに、地方の活性化、企業の成長
に貢献していく。

顧客に十分な価値を提供し、地方の産業力の底上げに貢献
していく。

地方で働く、東京で働く、その他多様な働き方を認め、その
人にあった働き方で、顧客、地方に貢献していく。

事業によって得た利益は、株主がため込むことはせず、適正
に従業員、顧客、地域に還元する。



EASTRISE’S

イーストライズのCSR
CSR

イーストライズは、東北や東日本地域を中心に働く人・働き
たい人のために設立されました。岩手や宮城を開発拠点と
して、東北に質の高い雇用を生み出す̶ 。

地方の人財が持つ潜在的な「我慢強さ・粘り強さ・真面目
さ」といった気質は、質の高いシステムを開発する大きな原
動力となります。

UIターン就職の受け皿となり、地方に雇用を創出すること
で、東北復興・地方活性化への貢献に努めてまいります。

雇用創出・地方創生



SERVICE
事業内容ニアショア開発事業

都市部におけるシステム開発プロジェクトを低コスト・高品

質で！

当社のニアショア開発はお客様に信頼される開発リソース

を、盛岡より確かな技術でお届けします。お客様の視点に

立って、多様なニーズに柔軟に対応できるシステム開発を致

します。関東での打ち合わせでは、本社より出張及び東京

支社社員による対応が可能です。柔軟に対応致します。

技術者派遣事業

お客様の業種業務に最適な技術者をご提案致します。当社

のエンジニアがプロジェクトに参画して、システムの設計から

プログラムの開発、ハードウェアの選定、ソフトウェアの選

定・導入・運用まで、幅広くご支援致します

●一般労働者派遣事業(派 03-300090)　

●岩手県情報サービス産業協会　加盟

●宮城県情報サービス産業協会　加盟

テレワーク事業

従来の派遣型常駐支援（SES）とは異なり、各拠点の技術

者と開発環境をリアルタイムに結び付けたリモート接続で

お客様のシステム開発をご支援致します。 ICTを活用して

時間や場所にとらわれる事なく、より効率的で柔軟な就労

形態を推進する事で全国のリソースを結集させて高品質な

開発を行います。

●認定ニアショアベンダー（I01-1710024）



SERVICE

コンサルティングサービス事業

コンサルティング経験の深いベテランコンサルタントが、ビ

ジネスプロセスを的確に分析・評価し、多種多様なお客様の

ビジネスフィールドに最適なコンサルティングをご提供致し

ます。効率的なIT技術を活用し、情報システムの構想・企

画・立案から、導入・運用までお客様をご支援致します。

ネットワーク設計・構築支援事業

ネットワークの設計から構築、クラウドサービス等の導入支

援を行います。現状のお客様の環境にあわせて、最適なネッ

トワークをご提案致します。

■オフィスネットワーク

■複数拠点間のネットワーク接続

■ファイアウォール等のセキュリティ製品の導入

事業内容

オフィスネットワーク設計・構築

■サーバ導入支援

■ストレージ導入支援

クラウドサービス等導入支援

エンベデッドシステム開発事業

自動車や家電製品、携帯電話やデジタル機器などの生活機

器に組み込まれているエンベデッドシステム。カーナビなど

の自動車関連ならびに各種機器等、幅広い分野において最

先端技術を駆使した組み込みソフトウェアを開発致します。



社員の成長に応じて教育・研修を適宜行い、知識やスキル
の更なる向上を目指しています。新しい知識やスキルを吸収
し、成長しようとする意欲を十分に尊重し、社員ひとりひと
りのキャリアアップを支援しています。

EDUCATION
教育・研修制度

新入社員 社内ガイダンス
 ビジネスマナー
 コミュニケーションスキル
 キャリアデザイン

指導職 育成担当者基礎

管理職 経営戦略
 プロジェクトマネジメント

基礎研修

専門研修

新入社員 OJT
 Java
 Java Script
 jQuery
 .NET

指導職 育成担当者スキルアップ
 リーダーシップ

管理職 上級管理者



CLIENTS
取引先

㈱アイシーエス

㈱アットウェア

㈱エスエスイー

ＡＧＳ㈱

ＳＧシステム㈱

ＳＣＳＫニアショアシステムズ㈱

㈱オルトプラス

㈱アイディーエス

㈱アジルコア

㈱カーフロンティア

キーウェアソリューションズ㈱

コンピュータシステム開発㈱

シーオス㈱

水道マッピングシステム㈱

㈱ティーダシステム

テクノブレイブ㈱

㈱デジアイズ

東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ㈱

㈱博愛社

㈱ホロンシステム

㈱Minoriソリューションズ

㈱ワイズマン

㈱岩手ソフトウェアセンター

㈱ゼンリンデータコム

その他多数

サイバーコム㈱

㈱システムベース

㈱システムディ

大分県、大分市、宮城県、仙台市、花巻市、一関市

九州東芝エンジニアリング㈱

㈱ケーアイエス

㈱ジール

㈱東北システムズ・サポート

㈱日経HR

㈱ビッツ

公益財団法人日本英語検定協会


