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企 業概要

株式会社エーエルジェイ
ALJ Inc.

【東京本社】
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-2-1 京王新宿321ビル9F
TEL：03-5363-6315
FAX：03-5363-6316

【研修センター】
〒160-0022 
東京都新宿区新宿３-８-８ 新宿Ｏ・Ｔビル4F

2006年4月7日

5,000万円

代表取締役社長　釘嶋 博之

単体120名（グループ全体160名）

http://www.al-j.co.jp/

■ 業務系WEBアプリケーション開発

■ ERP/CRM（SAP、Salesforce等）パッケージ開発 

■ IoT、AR・VR、Wearable、AI、Cloud、FinTech、Bigdata等
　 を用いた次世代デジタル（DX）技術開発

■ ALJ統一IT基礎研修プログラム「ASEP」運営

■ 【IT業界特化】エンジニア統合管理プラットフォーム
　 「ALJ GHR」の開発・提供

三井住友銀行  新宿支店
りそな銀行  新宿支店
商工組合中央金庫  新宿支店
みずほ銀行  新宿南口支店
三菱UFJ銀行  新宿支店
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所 在 地

設 　 立

資 本 金

代 表 者

社 員 数

U R L

取 引 銀 行

事 業 内 容

【本社・研修センター】
 都営新宿線・東京メトロ丸ノ内線・副都心線「新宿三丁目」駅
 C5番出口より、本社徒歩1分・研修センター徒歩0分

新経済連盟（JANE）
情報サービス産業協会（JISA）
東京商工会議所（TCCI）
関東ITソフトウエア健康保険組合（ITS）
ダイヤモンド経営者倶楽部（DFC）

ALJ Myanmar Co.,Ltd.
(http://www.aljmyanmar.com/）

ALJ Education Plus 株式会社
（http://www.aljep.com/）

ALJ DXTech 株式会社
(http://www.aljdx.com/)

ALJ NEXT BRIDGE 株式会社
(https://www.aljnb.com/)

ALJ Vietnam Co.,Ltd.
(http://aljvietnam.com/）

加 盟 団 体

グループ企業

ACN
新宿ビル

Access Map
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● 各々の価値観を相互に理解し合えるよう自らが学ぶ姿勢を持つこと
● 誰もが活躍のチャンスを得て、平等な評価を得られること

【バリュー（価値観・行動指針）】

「私たちは弊社と結びつきのある
  すべての人々の価値観を尊重します」

【企業理念】

『  ICTをすべてのお客様に 』【グループ企業】

【自社サービス】

ICTから    価値共創 の未来へ
コ・クリエイション

株式会社エーエルジェイ（ALJ Inc.）は、旧社名である株式会社アドバンスト・リンク・ジャパンが由来となっています。
アドバンスト・リンク・ジャパンとは、IT業界で使われる最上級、最先端と言う意味を持つ【Advanced】と、その技術を
人と人が繋いで行く【Link】、メイドインジャパンであることに誇りを持ち、日本発という願いを込めた【Japan】という
三つの単語で成り立っています。この三つの頭文字を取り、 株式会社エーエルジェイ（ALJ Inc.）と名付けました。 

社名の由来

釘嶋 博之代表取締役社長

ご 挨 拶

昨今、日本の人口減少、少子高齢化問題などにより、
IT人材不足が深刻な問題となってきております。
2019年の経済産業省の調べでは、2030年までに最大
79万人のエンジニア不足が起こると予想されており、
近年の日本経済が抱えるこの問題をどのように乗り越
えて行くのかが全ての日本企業に突きつけられた試練
であると考えています。

エーエルジェイグループでは、このような変革を迫られる時代に来るべき未来と
社会へ貢献するため、グローバリゼーション（世界化）とダイバーシティ（多様性）
を組み込んだ次世代のビジネスモデル確立に全力を注いでおります。

「ICTから"価値共創"の未来へ」
私たちは「共に」「創る」企業として、ICTという分野から世界に貢献できる企業と
なるべく日々研鑽に励み、挑戦し続けて参ります。

今後とも皆様方のより一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

コ・クリエイション

※ 『価値共創』とは、
　 様々なステークホルダーと対話しながら新しい価値を生み出していくという考え方です。
　 人と人がそれぞれの得意分野で「共に」「創る」の意味から「共創」とも呼ばれます。

【ビジョン】

『ICTをすべてのお客様に』という企業理念の基、日本の抱える人口減少、少子高齢化
問題において、積極的にビジネスモデル対策を進めるベンチャー企業グループです。 
価値共創※の未来を創造し、関係するすべての人々が平等に評価され、
社会に貢献できるグローバル企業となることが我々の目的です。 

「価値共創の未来を創造する」
コ・クリエイション

【IT業界特化】エンジニア統合管理プラットフォーム

企業/個人向けITスクール

私たちは人と人の繋がりが生み出す情熱や感動を大切にしています。 
ICTサービスプロバイダーとしての志を強く持ち、
お客様に心から満足して頂くことが我々の使命です。 

コ・クリエイション

ニアショア  ラボ開発

沖縄Labo

SES業務管理パッケージ

on kintone

ALJグループはお客様のニーズに合わせた
総合ICTサービスをご提供いたします
ALJグループはお客様のニーズに合わせた
総合ICTサービスをご提供いたします

海外人材支援

高度人材開発
「ALJ GHR」パッケージ
開発・提供

WEBデザイン

WEBサイトデザイン
WEB広告/マーケティング
各種ブランディング

ネットワーク
・インフラ

サーバ設計構築・運用設計
システム運用保守・管理

国内ラボ開発

Eコマースパッケージ保守開発
地方自治体向けパッケージ
保守開発

DXソリューションDXソリューション

IoT、AR・VR、Wearable、AI、Cloud、
FinTech、Bigdata等を用いた
次世代デジタル（DX）技術開発

フリーランス支援

ITエンジニア/ IT講師
コミュニティ運営

ITスクール

IT資格オープン講座
法人向け研修
就職・転職支援

オフショア開発

ラボ/請負型開発
JAVA/PHP特化
完全日本語対応

ICTソリューション

業務系WEBアプリケーション開発
ERP/CRM（SAP、Salesforce等）
パッケージ開発

沖縄Labo

on kintone



STANDARD ALJ標準

社内外の開発
プロジェクトへ

エンドユーザーエンドユーザー

サステナビリティ

持続化していける社会に役立つ
企業であるため「できることから
はじめよう!」をコンセプトに社会
貢献活動を推進しています。 

・異業種からの転職支援
・エンジニアスキルUP
・IT業界セミナー

（無料セミナー）

IoT、AR・VR、Wearable、AI、Cloud、
FinTech、Bigdata等を用いた、
次世代デジタル技術開発に特化した
システム開発会社です。

私たちのことをより良く知って頂くために、
ALJグループの日々の活動や想いを公式
のSNSや広報誌、PR動画にて定期的に
発信しています。

システム開発会社システム開発会社
ALJグループと協力関係を
築くベテランエンジニアに、
多様な働き方をご提供し、上
流工程をはじめ、豊富な知
識・経験を活かせる場で活
躍していただいております。

企画 / 立案 要件定義 設計 開発 テスト

ICTを
すべてのお客様に

ALJグループのオフショア開発拠
点として設立された企業です。
日本との密な連携をとることにより低
コスト高品質なサービスを提供し
ております。

全国から沖縄に集まった、経験豊
富なベテランエンジニアや発想豊
かな若手エンジニアが集う沖縄ラ
ボで、最高のコストパフォーマンス
をご提供いたします。

体制構築

人口減少・少子高齢化問題を見据えた価値共創のネットワーク構築と
独自コミュニティの創出

グローバリゼーション（世界化）とダイバーシティ（多様性）を
組み込んだ次世代ICTビジネスモデル

運用保守

ALJグループのビジネスモデル
ALJではシステム開発事業を主軸としながら、全社的に以下のような取り組みに力を注いでいます。

システム導入やアプリ開発
などを検討しているお客様
のご要望をお伺いします。

2023年、東京・博多
沖縄にてニアショア
拠点を開設予定。

国内ニアショア

※アジャイル型 /ウォーターフォール型開発手法における全フェーズに対応

一、IT導入の敷居を下げて全てのお客様にICTを

一、IT導入をシンプルにわかりやすく適正な価格で

一、IT導入でお客様のICTイノベーション+αを実現

～ALJのミッション三カ条～

官公庁官公庁

外国籍など、様々な雇用種別・
属性をクラウドにより統合管理
し、戦略的な人材情報の一元化・
可視化・効率化が可能な、IT業界
に特化したエンジニア統合管理プ
ラットフォームです。

IT教育事業を専門に手掛けている企業です。
グループが持つシステム開発のノウハウを強みとした
ITスクールを展開しています。
また、グループ内のALJ統一IT基礎研修プログラム
「ASEP」も手がけています。

IT講師

高度人材を含む、東南アジアからの人材確保を現地教育から日本
（及び諸外国）への実践投入まで一貫して行う。
グローバル社会に向けた実績作りやノウハウ獲得の為に自社サービ
スや新規事業のチャレンジなどを継続して取り組んでいく。

グローバリゼーション
国内における高齢化IT人材（シニア層）の活用や、ダイバーシティ
への雇用モデルに対応した未来の働き方の労務整備。
グループ会社と連携した独自コミュニティによる異業種からの
IT転職支援など。

ダイバーシティ

I T人材の
輩出

海外人材採用・
マネジメント・
オフショア支援

ITスクール
人材教育

</>

ALJ統一IT基礎研修プログラム 人材管理

SNS・広報誌・PR動画

基礎2BASIC-2

実務演習
外国籍・日本人混在型の模擬プロジェクト

※他国籍を含む開発体制の構築

BASIC-1 基礎1

社会人基礎・IT基礎
「人生100年時代の基礎力」、
「ITSS」「ITSS+」を基に、
社会人基礎や、開発の基礎を学ぶベトナム人

留学生

日本在留

ミャンマー人

技術研修生

日本人

ブリッジSE

沖縄Labo

4 5
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当社は「ICTをすべてのお客様に」という企業理念のもと、ICTサービス導入から運用まで幅広く対応し、適正な価格でお客様のICT
イノベーション+αを実現いたします。
現在において主流であるウォーターフォール型に代表される開発手法はもちろん、アジャイル型などの柔軟な開発手法の業務実績も
ございます。プロジェクトチームを構築し、求められる工程に対して素早く丁寧かつ柔軟にお客様のご要望にお応えいたします。

私たちのサービス
ALJグループのサービス

社員やアルバイト、フリーランス、外国籍など、様々な雇用種別・属性をクラウドにより統合
管理し、戦略的な人材情報の一元化・可視化・効率化が可能。IT業界に特化した統合人材
マネジメントシステムです。
社員の勤怠管理や報告書、評価管理など、日々の社員運用に必要なワークフローシステムも
充実しており機能拡張にも幅広く対応。各社毎のカスタマイズによりお客様に合わせた使い
やすいシステムに育てることも可能です。

外国籍を含む様々な人材属性を統合管理する
IT業界に特化した統合人材マネジメントシステム

【IT業界特化】エンジニア統合管理プラットフォーム

エーエルジェイ ジーエイチアール

ビジネスパートナー企業様やALJに関わるフリーランスエンジニア、これからエンジニアと
して活躍していきたいと考えている学生などに向け、資格取得講座からトレンドを取り入れた
講座まで、業界で活躍するためのスキルアップを支援しています。 学生向けには面接対策や
ビジネスマナー、コミュニケーションスキルなど、技術にとどまらず現場で必要とされるビジ
ネススキル全般の習得をサポートしています。

エンジニアとして活躍したい人のスキルアップを支援します。

企業・個人向けITスクール
エーエルジェイ  アイティスクール

オキナワ ラボ

ALJグループの、働く場所を問わないボーダレスな組織体型を生かし、ニアショア開発拠点と
して沖縄ラボを設立。日本の中でも豊かな自然と気候で人気が高い場所「沖縄」。
その沖縄にIターンUターンしたい、現地でワーケーションしたいという優秀なエンジニア達
を全国から呼び込み、沖縄の「シリコンバレー化」を目指すことで地方創生を実現します。
現地でのIT研修も実施しエンジニア育成も力を入れます。

ワーケーション×地方創生

ニアショア ラボ型開発

沖縄Labo

使いやすさで20,000社以上に選ばれている業務改善プラットフォーム「kintone」をベース
に、SES管理業務の現場で生の声を取り入れながら、必要なアプリをアジャイル型で開発。
本当に必要な機能を揃えた業務管理パッケージです。毎月の請求管理にかかるコスト削減
や、蓄積した営業活動記録などをデータとして可視化できるので営業戦略に活用することも
可能です。SES業務に特化した管理パッケージです。

請求管理が楽 ！々営業活動の効率が上がる。

 システムが納品されるまでの流れ 

WEBアプリケーション開発から
次世代デジタル技術開発（DX）へ
Society5.0の時代に向け、次世代デジタル技術開発（DX）
を積極的に推めています。DX開発を、社会のあらゆる課題
や困難の解決に繋げ、快適な社会の実現を目指します。

実 績 一 例

MRが患者様の症例情報を管理し
て医師のサポートを行う業務アプリ
ケーション開発

独自パッケージを使ったECサイト、
CMSカスタマイズ、電子決済など
外部サービス連携

複数のシステムと相互間に通信し、
各種データの情報を出力し、表示す
るためのシステム開発

シューズのソールにセンサーを内蔵
しランナーの走りを分析、確認でき
るアプリケーション

IoTアプリケーション開発
スマートシューズ

次世代デジタル技術開発

VR上で地球を再現し、体感的に地理
学習を行うためのアプリケーション
開発

VRアプリ開発
地理教育用VR教材開発 IoTアプリケーション開発

GPSみまもりサービス「みまるく」

モリトジャパン株式会社様

専用デバイスをスマホアプリで連携し、
現在地を確認、移動した道のりを記録
GPSで見守るみまもりアプリケーション

IoT家電導入支援

家族が快適で安心な生活をおくる
ためのIoT家電導入支援

SAP開発
非鉄金属メーカー向けERP構築

大手製造業向けの会計、販売管理、
購買管理領域の基幹システム開発

iPhone・タブレット端末開発
医療向け（MR）症例情報管理アプリ

Webアプリケーション開発
アパレル企業向けECサイト構築

運輸・運送業システム開発
某空港企業向け運行情報システム

ヒアリング お見積り ご契約

開発スタート
イテレーション（短期間での開発を数回行い徐々にシステムを構築して行きます。）

設計 開発

確認 テスト

1 2

4 3

第1段階
開発

設計 開発

確認 テスト

1 2

4 3

第2段階
開発

設計 開発

確認 テスト

1 2

4 3

第3段階
開発

設計 開発

確認 テスト

1 2

4 3

第4段階
開発

4

運用準備 納品検収 運用

1 2 3 5 6 7
アジャイル型

ヒアリング お見積り ご契約 設計

開発スタート5

運用準備 納品検収 運用

1 2 3 4 6 7 8
この期間中も定期的にお打ち合わせを実施し、
進捗状況をご確認頂くことが可能です。
その際に発生するご要望やご質問にも、

柔軟にご対応いたします。

ウォーターフォール型

AIとIoTを基礎とした変革Society5.0

 AIが膨大なビッグデータを
解析し人間にフィードバックデータ

データ
ビッグデータ データ

提案・機器へ指示など

コ・クリエイション
ALJグループは信頼あるステークホルダーと共に
"価値共創"の未来を創造し、次世代 ICTモデルで
様々なお客様のご要望にお応えしていきます。

スキップ オン キントーン

SES業務管理パッケージ

新規営業

既存訪問

MTG
他

面談

請求書

¥00,000

作業工数
50%以上
削減!

on kintone
kintoneベースで使い易い
SES業務パッケージ



システムコンサルティング／システムマネジメント／
ソリューションサービス（ERP・CRM）／
オフショアマネジメント／HRエンジニアリング

ALJ Education Plus 株式会社は、エーエルジェイ本体がもつシ
ステム開発の知識や経験、グループの持つノウハウを強みとし、IT
教育の中で活かしています。
新入社員から一般社員までを対象とし、お客様のご要望に合わせカ
スタマイズできる研修「ALJ IT SCHOOL」の他、「DX時代に活躍
する人材育成」をテーマとした新入社員向けIT基礎研修プログラム
「ASEP」をエーエルジェイ本体と共に創出しました。
また、進化するIT技術の中で最新のトレンドを知ってもらう体験型
講義（IoTやiOSアプリ開発講座）の開催や、就職・転職希望者に向
けた資格取得講座などを個人のお客様にも展開することで IT人材
の獲得に繋げています。

ALJのグループ企業

 グループ構想で実現する
 “ICTをすべてのお客様に”

ALJグループではクライアントのニーズに合わせた
総合ICTサービスをご提供いたします。

ALJグループではクライアントのニーズに合わせた
総合ICTサービスをご提供いたします。

ALJ NEXT BRIDGE株式会社は、ALJグループと協力関係を築
く、様々な属性（働き方、働く場所、国籍、雇用体系等）のベテランエ
ンジニアで構成されています。
ERP・CRM等のソリューションパッケージ開発を得意としており、
上流工程からサービスをご提供しております。
国内外問わず、大規模から小規模開発まで、あらゆるプロジェクトに
対応したチーム体制を、ALJグループのダイバーシティ戦略を最大
限に活用し実現いたします。

ITスクール運営／就職・転職支援

https://www.aljep.com/

ALJ DXTech株式会社は、次世代デジタル（DX）技術に特化したシ
ステム開発を強みとし、Mobile App開発を始め、IoT、AI、Cloud、
AR・VR、FinTech、Bigdata等々、今後主流となるデジタル技術を
主軸としたALJグループの戦略的専門会社です。
クライアント企業の現在の状況と、ゴールをお伺いした上で、先進的
な技術を使い、既存のビジネスをより価値あるものへ。DX技術で叶
う感動をご提供いたします。
また、2023年、働く場所を問わないボーダレスな組織体型を生か
し、沖縄ラボを設立。ALJ DXTechが沖縄の「シリコンバレー化」を
目指し、地方を活性化いたします。

IoT、AR・VR、Wearable、AI、Cloud、FinTech、
Bigdata等を用いた次世代デジタル（DX）技術開発

ALJグループのオフショア開発拠点として2014年にミャン
マー（ヤンゴン）にALJ Myanmar co.,ltd.を設立。そのノウ
ハウを生かして、2023年ベトナム（ハノイ） にALJ Vietnam 
co.,ltd.を設立いたします。
一括受託やラボ型での開発を軸とし、日本の開発案件を
請け負っています。JavaとPHPに特化し、Webアプリケー
ション開発を得意としております。現地にブリッジSE が駐
在し、日本との密な連携を行ってい、日本クオリティの低価
格・高品質なサービスをワンストップでご提供しています。

オフショア開発／ラボ開発／現地コンサルティング

https://www.aljmyanmar.com/ https://www.aljvietnam.com/

https://www.aljdx.com/

https://www.aljnb.com/

ご依頼

納品
担当者

エンジニア

ブリッジSE

■受託開発

エンジニア

ブリッジSE

指示

リリース担当者

■ラボ型開発 ある一定期間（半年や１年間など）で一定の要員を常に確
保する開発手法のことです。あらかじめ優秀な人材をお客
様専用に確保しておくことで、柔軟で迅速な対応ができ、
改修時などには仕様やノウハウの蓄積ができているため大
幅にコスト削減になります。定期的に改修作業が発生する
企業様にご活用していただける手法です。

一般的な開発手法のことで、お客様のご希望を伺って要件
定義、設計、開発、テストを行い開発を進めてゆく方法で
す。作りたいシステムが明確な場合や、自社内の開発者に
マネジメント・タスク指示の余裕がない場合などは事前に
決めた仕様書通りのシステムが納期どおりに納品されるた
め、適した手法となります。
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就業環境改善 エコグッズ企画制作
資源の有効活用や、海洋プラスチック
問題に取り組むため、ゴミを減らすこ
とを目的とし、繰り返し日常で使えるエ
コグッズを企画制作し、ノベルティとし
て全社員に配布しており、社員からは
毎年好評の声をもらっております。

SDGsとALJのサステナビリティ

ダイバーシティへの取り組み

ボランティア
弊社では毎年春に寄付先を選定し、
国内災害、介護福祉、発展途上国の
女性や児童福祉などの各種慈善団体
を通じて、の寄付金活動に全社員で取
り組んでおります。

夏には江ノ島の海岸、年末には本社が
ある新宿三丁目の清掃ボランティアを
継続しています。また、社員が地域社
会に貢献できるよう、ボランティア活
動の為の休暇を、年1日公休と定めて
おります。

寄付

※実績は2022年度時点のものです。

外国籍エンジニアの活用

ALJの寄付金を基に制作された絵本『かすがいのステッキ』が出版され、
ミャンマー全国414 公共図書館および村落図書館に6,400 冊ほど納品されました。

2017

50.7歳登録者の
平均年齢

69歳就業した人の
最高年齢

東日本大震災被災地支援
ボランティア

カンボジアの農村地域に
井戸寄贈支援

2011 2015 2019

“BLUE SANTA” 江ノ島
ゴミ拾いボランティア

人材育成 セミナー

現地教育機関と提携し、東南アジアからの人材を
受け入れています。海外人材と日本人が足並みを揃
え働き、平等の評価を得ることを目的とした独自の
研修サービス、ALJ統一IT基礎研修プログラム
「ASEP」の実施により、日本品質を理解したエンジ
ニアを早期育成しています。

ALJ GROUP Salonでは学生向け IT業界
セミナーの開催を行なっています。また、価
値向上を目指すエンジニアや学生を対象とし
たプログラミング勉強会を開催しています。
セミナーを通して人材育成と未来の I T人
材獲得に繋げています。

I T教育・セミナー

外国籍エンジニアの積極的な活用に取り組んでおります。現地子会社やキャ
リアアップサポートサービス「ALJ GLOBAL Career」、日本で学ぶ留学生
などの採用により、弊社で活躍する外国籍エンジニアの数は年々増えており、
グループにとって重要な存在となっています。 　

育児や介護など人生のライフイベントに合わせて、一度休暇を取ったり、働き
方を変えたりしながら、企業と共に歩み続けるサステナブル・キャリアという
考えかたを推奨しています。各々の社員が今一番優先すべき事柄において
集中できる仕事環境を実現していく。 これをALJでは“Work Life Priority”
（仕事と生活の優先順位）として支援しています。

ワークライフプライオリティ

快適な職場環境の形成を促進を目的に、産業医と顧問契約をし、勤務状況
（月一回）のチェックを共に行っております。 長時間労働者には医師の指導
の下、対象社員へのストレスチェックを義務化し業務改善の指示を行うな
どの健康増進サポートを全社的に取り組んでおります。
仕事と生活、ONとOFFを切り替えリフレッシュしてもらう為に、ご家族の行
事や誕生日などに取得できるアニバーサリー休暇を取り入れています。

働き方の相談と併せ、
以下の制度を設けております。
● テレワーク制度
● リフレッシュ休暇制度
 　(有休連続5日以上消化推奨 )
● 長時間労働セーフティ休暇
● 産前・産後休暇
● 介護・育児支援制度
● 育児・介護 サポートサービス
 　（福利厚生アウトソーシングサービス）

就業規則の整備や社内教育を行っています。性別への理解を深め、差別
なく能力を発揮できる社会の実現を目指しています。

2020年よりテレワーク制度を導入し、現在全社に
おける完全・一部テレワーク率は、84%を占めてい
ます。2021年には、完全フルリモート勤務である
「テレワーク採用」を開始。今後、日本全国にテレ
ワーク勤務の弊社社員が増えていく予定です。

LGBTQ奨励制度

女性の活躍
JISA（一般社団法人 情報サービス産業協会）ダイバーシティ戦略賛同企
業として、女性が結婚・出産してからも働ける環境を用意し、女性活躍を推
進しています。 現在、女性社員数は約4割に近づき、近年では女性役職者
も増えてきています。

AL J グループは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

シニア層の活用

ALJグループではエンジニアのコミュニティを形成しており、シニア層
エンジニアのプロジェクト参画実績が多数あります。プロジェクトリー
ダーや、マネージャー、またはIT講師として、培ってきたキャリアを生かし、
弊社とシナジーを生み活躍していただいています。

スポーツ・地域貢献

ボランティア・エコ活動

働く環境
テレワーク制度

『全アジアの情報産業界の発展に寄与し、勝ち得た成功の恩恵を従業員で分かち合 えること。

また、その一部を世界平和の為に還元できるグローバル企業であること。』これは 弊社のフィロソフィーの一つです。

地域社会とともに持続的に成長、発展し、社会から認められたエクセレントカンパ ニーを実現するため、

たとえ小さなことでもまず行動し、その行動を継続することが重要だと考え、積極的 に社会貢献活動を推進しています。

35%

女性社員の比率女性役職者の比率

30%

84%

完全・一部テレワーク率

 持続化していける社会に役立つ企業であるため
 「できることからはじめよう!」をコンセプトに、社会    貢献活動を推進しています。 

布マスク・
マスクケース

2020エコバック2021ホワイトボード型
A5ノート

2022

カーボンニュートラル
2021年より、カーボン
ニュートラルの観点から、
社員に貸与するパソコン
としてリフレッシュPC（廃
棄せずに業者が回収し、
再生したパソコン）の導入
を開始いたしました。

20%

外国籍技術者の比率

スポーツ・地域貢献

「サッカー」は、貧しい境遇にあってもボール1つで、「笑顔」
「希望」「感動」そして「夢」を与え、人と人の繋がりをも生み出
すことができるスポーツです。地域に根差し、青少年へのサッ
カー振興を行うFC町田ゼルビアをオフィシャルクラブパー
トナーとしてサポートしています。
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