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2019 年（平成31年） 4月 有限会社サイバーズ・アイをグループ傘下に加える
ブロックチェーン関連技術サービスの提供を開始

1月
11月

2018 年（平成30年） 「LibreBOX」発表
株式会社アレスクリエイション（大阪市）をグループ傘下に収める

3月2016 年（平成28年） オープンソースで構築したオリジナルパソコンLibrePCが「ひょうご新商品」に認定

11月　2015 年（平成27年） 英国のコラボラ・プロダクティビティ社と日本初のパートナー契約を締結し、
LibreOfficeサポートサービスを提供開始

5月2014 年（平成26年） 「FOCUSスパコン」スタートアップサービスを開始

2月
8月

2012 年（平成24年）

子会社「アイクラフトJPN株式会社」を設置

ひょうごクリエイティブビジネスグランプリ入賞
ベトナム、ミャンマーを中心とした海外ビジネスを提供

3月
10月

2011 年（平成23年） 資本金を7,000万円に増資
VISSEL The World Supporters Day 開催

9月2010 年（平成22年） マイクロン ジャパン株式会社のITインフラ運用業務を移管受入

4月
8月

2008 年（平成20年） 資本金を5,500万円に増資
姫路事務所開設

7月 ベトナム・ホーチミンでiSTAFFベトナム事業開始2009 年（平成21年）

3月
8月

2006 年（平成18年） 資本金を4,000万円に増資
神戸・三宮へ本社を移転

2005 年（平成17年） 2月
5月 資本金を3,000万円に増資

NTT神戸中央ビルにデータセンタ開設

1月
2月

2003 年（平成15年） 東京千代田区に東京支店開設
資本金を2,000万円に増資し、株式会社へ組織変更

有限会社アイクラフトを神戸・栄町通に設立1月2001 年（平成13年）

沿革

　世の中には様ざまなソフトウェアやサービスが提供され
ていますが、それをビジネスに役立てたいという企業に届
け、実際に使えるようにするための「あと少しのサービス」。
アイクラフトは、このあと少しのサービスを届ける存在と
して、地域に根ざし、お客様のそばでサービス提供してま
いります。
 
 

アイクラフト株式会社

代表取締役

　iSTAFF（アイスタッフ）はシステムの運用保守サービスで
す。トラブル発生時に、いかに早く駆けつけるかが求められ
る保守業務は、何と言っても地元が有利。どの会社が納入
した、どんなシステムでも保守を引き受けるという当社の
方針は、多くの企業に支持されてきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  そんな中からシステム構築のご相談もいただき、システム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基盤の構築からアプリケーションの開発まで行う機会も増え
てきました。 また、国際化の潮流を取り入れ、ベトナムやミャンマー、モンゴルでの事業体制を整えております。
日本においても外国人材を多く登用し、お客様のビジネスの国際化を支援します。

　アイクラフトはこれからも、日本各地や海外に拠点を増やし、それぞれの地で「地域に根ざした情報技術者集団」
として、お客様にITを届ける存在でありたいと願っております。

ご挨拶

「地域に喜ばれるITを届けよう」
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会社概要

U R L https://www.icraft.jp

グループ会社

【アイクラフトJPN株式会社】
〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-18　アーバンスクエア神田ビル9F
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　(03)6869-5039　FAX　(03)6869-3039

【アイクラフトJPN・ベトナム】
1st Floor , Viet Nga Building , 23 Ton Duc Thang St.,Dist.1, Ho Chi Minh City,Viet Nam
TEL +84(8)3824-3288    FAX +84(8)3824-3297
＊日本からのお電話はこちらへ(日本国内通話料金)050-6861-8906

【アイクラフト　ミャンマー・ヤンゴン支店】
The York Center, 22 Yaw Min Gyi St, Yangon, Myanmar Myanmar Japan SEDA内
TEL +95(9)421136508

【iCRAFT JAPAN Co., Ltd.(Mongolia)】
Ulaanbaatar city Shukhbaatar district 2nd khoroo　Nomun Khotkhon office2003rd
TEL +97(6)99103312

【株式会社アレスクリエイション】
〒540-0028　大阪府大阪市中央区常盤町2-1-13　大松ビル3階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　(06)6910-8866　FAX　(06)6910-8867

〒169-0073　東京都新宿区百人町2丁目2番41号アリコヴェール102号
【有限会社サイバーズ・アイ】

TEL　(03)5155-2865　FAX　(03)3205ｰ0673

事 業 所

【姫路】
 

〒670-0981　兵庫県姫路市西庄乙１１４-８

【本社】 〒650-0034　神戸市中央区京町83番地　三宮センチュリービル13階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　(078)391-2900　FAX　(078)391-2901

【東京】 〒101-0041　東京都千代田区神田須田町1-18　アーバンスクエア神田ビル9F
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　(03)6869-5039　FAX　(03)6869-3039

主主要株 山本　裕計

年 商
2016年12月期　　35,729万円　　  47,607万円
2017年12月期　　39,817万円　　  46,637万円
2018年12月期　　41,365万円　　122,697万円

結連体単

金資 本 7,000万円

設 2001年（平成13年）1月立

代 表 山本　裕計者

社 アイクラフト株式会社名
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常駐型システム
運用保守サービス 料金(月額)

平日 週1回(月4回) 9時～18時(1時間昼休憩含む)
技術者1名あたり 150,000円～ (税別)

週1回決まった曜日に当社専門エンジニアが
お客様先に常駐し、システム運用保守対応を
いたします。 料金(月額)

月曜～金曜 9時～18時(1時間昼休憩含む)
技術者1名あたり 600,000円～ (税別)

月単位でお客様先に当社専門エンジニアが
常駐し、システム運用保守対応をいたします。

※常駐先での要求スキルにより、月額料金は変化いたします。
※常駐時間帯につきましては、別途相談承ります。

「スポット対応」は、保守対応時間外での急なトラブルや保守契約を行っていない
パソコンやサーバなどのＩＴ機器やソフトウェアのトラブル発生時に当社の専門
エンジニアが駆けつけて迅速にトラブルを解決するサービスです。
トラブルによりお客様の業務が停止してしまった場合など、早急に業務が再開できる
よう、経験豊富な当社のエンジニアが復旧作業を行いますのでご安心ください。

※ご契約最低料金は月額10,000円となっております。定額料金制

平日9時から18時 保守サービス

オンサイトシステム運用保守サービス
平日9時から18時 保守サービス365日9時から18時 保守サービス

料金(月額)
パソコン1台あたりの料金︓ 2,000円(税別)
サーバ1台あたりの料金︓ 20,000円(税別)

料金(月額)
パソコン1台あたりの料金︓ 3,200円(税別)
サーバ1台あたりの料金︓ 32,000円(税別)

料金(月額)
パソコン1台あたりの料金︓ 1,200円(税別)
サーバ1台あたりの料金︓ 12,000円(税別)

オプション
リモート保守オプション
パソコン・サーバ1台あたりの料金 ＋500円(税別)

オプション
リモート保守オプション
パソコン・サーバ1台あたりの料金 ＋800円(税別)

平日9時から18時

料金
技術者1名1回出張2時間まで 18,000円(税別)

6,000円(税別)以後、1時間毎

ただし、1日最大のご請求金額は技術者1名あたり
40,000円を上限といたします。

※出張時間には移動時間も含まれております。

※1時間未満は切上げとなっております。

(土日・祝日の対応をご希望の場合別途お見積りとなります。)

スポット対応サービス

30分で駆けつけます
パソコンやサーバにトラブルが発生…!?ご安心ください。
当社のITエンジニアが30分で駆けつけ、迅速にトラブル
解決します。

社員の異動やパソコン入替えなど、サービスはトラブル
対応だけではありません。定期点検でトラブル発生の予兆
を検知して、未然に防いだトラブルも数多くあります。

いつも快適なIT環境を

専属IT担当者として
どこの会社が導入したIT機器でも、私たちが保守します。
メーカーへの修理依頼もお客様になり替わって行います。
IT活用の提案や、新機種の導入・入替えもお任せください。

パソコンやサーバのウィルス対策や、データのバックアップ
などお客様の情報セキュリティを強化します。ITILに準拠した
世界標準のサービスを提供し、質の高いIT運用を行います。

セキュリティも安心

私たちがお客様の専属IT担当者となります

我が社のシステム担当は、ここにいる。



■料金体 系 （月額 ）

※各メニューとも初期費用0円　ドメイン取  得・ 維持費用込

データセンターサービス

簡易レンタル 
サーバプラン

webサーバ、メールサーバ
WordPress等

簡易レンタル 
サーバ安心プラン

webサーバ、メールサーバ  
WordPress等
バックアップをプラス

 

仮想サーバ  
レンタルプラン  

用途自由（Linux)
 

システム管理者制限付
メモリ１GB、ディスク100GB

Windows OSは追加オプション

　物理サーバ
レンタルプラン

用途自由（OSも自由） 
Ｈ/Ｗのカスタマイズ可能

サーバ預か り （1U ） ラッ ク・ 電源空 調・ 回線

5,000円

10,000円

20,000円

40,000円

30,000円

当社近隣のデータセンターに光ファイバーを敷設し、サーバをレンタルし
ます。
アイクラフトならではの「運用保守」が充実しており、情報システム管理
の煩わしさから解放します。事業拡大にあわせ、柔軟なプランで情報シス
テム構築のための投資を低減し、快適なIT環境をご提供します。

※その他バックアップ、SSL証明書、windowsライセンスなど  
　オプションあり。ご相談ください。

サーバ運用保守をアウトソージングしていただくことに
より、各社様の夜間コストを大幅に削減できます。
これまでにない費用で24時間365日の保守を実現します。

クラウドサーバ、オンプレミスサーバのどちらにも対応
できます。

アウトソーシングでコスト削減

既存のシステム業者との連絡や、複雑なネットワーク機器の
保守との連絡も代行いたします。

サーバ単体・ネットワーク全体
　　　　どちらも対応

サーバ１台から、ルータ、スイッチ、仮想基盤全体を含めた
システム全般まで運用・保守対応を行います。

クラウドでもオンプレミスでも
サーバ環境はそのままで、24時間365日、有人対応によるMTTRを実実現

インターネットの商取引など、24時間365日、少しの時間の停止も許されないミッションクリティカルなサーバの運用を実現します。
オープンソースソフトウェアの監視システム「Nagios」を用いて、サーバを移行・移設する事なく当社のデータセンター内にあるか
のような24時間365日体制の有人による遠隔稼働監視・運用保守を実現いたしました。
クラウドサーバ、オンプレミスサーバのどちらにも対応できます。あわせて、ルーターやスイッチなどネットワークも含めた運用保守も
対応可能です。

［365日］9:00～18:00 32,000円

［365日］24時間 90,000円

サーバ稼働監視オプション 40,000円

20,000円［平 日］9:00～18:00

■料金体 系 （月額 ）

サーバ運用保守をアウトソースしていただくことで、お客様の夜間コスト
を大幅に削減できます。これまでにない費用で24時間365日の保守が実現
します。
サーバを移設することなく、当社のデーターセンター内にあるかのような
24時間365日体制の有人対応で、稼動監視・運用保守を行います。

ネットワークシステムサービス

10,000円［平 日］9:00～18:00

サ
ー
バ

ネットワーク機器

4
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■サービス基本料金
週1日（月4日相当）　150,000円(税別)

「やりたい︕」を「やってよかった︕」に

運用サポート
業務分析から一貫して関わるサービスだからこそ、シーム 
レスなソフトウェアの運用保守が開始可能です。 
システムトラブル時の対応はもちろん、業務の変化に合わ 
せた機能変更も柔軟に対応可能です。

「やりたい︕」を実現「やりたい︕」を実現

ソフトウェ ア開発
要件定義・立案で、整理された仕様を元にシステムの規模 
から製造に必要な期間とおおよその予算を決めます。 
予算編成、システム稼動の希望時期に合わせて、製造に掛 
けるコストを調整し、システム製造にあたります。

「やりたい︕」を整理「やりたい︕」を整理

要件定義・立案
まだぼんやりとしている構想をアイクラフトが具体化し 
実現します。お客様との綿密なコミュニケーションを通じ、 
御社にとって最適なシステムを共に考え創り出します。 
システムに詳しくない方でも、経験豊富なエンジニアが 
丁寧にご説明・アドバイスいたしますので安心です。

業務分析・ヒアリングから始める iSTAFF App なら、具体的に決まっていなくても大丈 夫 ︕ 
システム立案から開発・運用まで、経験豊富なエンジニアにお任せください 
システム納品後の運用サポートも専任の担当者がサポート致します

「みんなが喜ぶシステムって何だろうか…」
「システムが欲しいのだけど上手く説明できない…」 
「自動化で作業の効率を上げたいけれど…」　 こんなお悩みありませんか︖



Webブラウザ上でファイルの管理や編集が可能

ファイルの閲覧＆編集ファイルの共有
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LibreOfficeの「開発サポート」と「3年長期サポート」を日本で初めて提供開始しました。

■3年長期サポート■開発サポート

■オンサイトサポート ■リモートサポート

LibreOffice開発者が世界で最も多く所属している英国のコラボラ・プロダクティビティ社と販売パートナー契約を結び、

同時に、iSTAFFにおいてLibreOfficeの「オンサイトサポート」と「リモートサポート」の提供も開始しました。

LibreOfficeのセキュリティなどの修正プログラムを3年間 
提供します。

LibreOfficeのソースコードを解析し、お客様へ不具合 
修正ファイルを提供します。

実際にお客様のもとへITのプロが訪問してLibreOffice 
の操作方法や機能の使い方などの質問にお応えします。

リモートでトラブル解決をします。また、不具合に関する 
情報提供や日本語環境での不具合調査などを行います。

同時に、iSTAFFにおいてLibreOfficeの「オンサイトサポート」と「リモートサポート」の提供も開始しました。

※a）機密性の高さが要求される行政や研究機関では、イントラネットでファイルを共有することの必要性が高まっています。
※b）webブラウザ上で動くLibreOffice。文章の作成や共有をOfficeソフトを起動することなく処理できます。
※c）パソコンやスマホとファイルを自動的に同期しているので重要なデータのバックアップとしても。

難しい設定や操作はちょっと…
でも、安全にカンタンに、大容量のデータをやりとりしたい。
LibreBOXは、お客さまのそんなわがままに100%お応えできる製品です。

LibreOffice開発者が世界で最も多く所属している英国のコラボラ・プロダクティビティ社と販売パートナー契約を結び、

サポ ー ト



1. イーサリアムをベースにしたスマートコントラクトの設計・開発
2. 信頼性の高いスマートコントラクトを実現するためのセキュリティ監査
3. コンサルティング
4. 教育

設計・開発

アイクラフトでは、Ethereum を用いたスマートコントラクト
を設計しております。
スマートコントラクトとは、あらかじめ設定した条件での契約
をプログラミングにより自動化したもので、一度プログラムと
して実行してしまうと変更・改ざんが不可能で信頼性の高いプ
ログラムです。
Ethereum はスマートコントラクトのプラットホームのリー
ダー的存在で、今日では、もっとも有名な分散型アプリケーショ
ン (Dapp) となっております。

スマートコントラクトのプログラミングは、以下の点において
普通のプログラミングとは違っています。

・通貨の交換のため高いセキュリティが必要であること
・一度プログラムを公開すると停止や改ざんが不可能であること
・オープンソース

ブロックチェーンは、日本国内に留まらず海外の市場まで、広く展開できるグローバルなサービスです。
取引にはすべての記録が残り、改ざんが極めて困難なため、透明性・信頼性が高いシステムを構築できます。
ブロックチェーンにより業務を効率化すれば、コスト削減にも繋がります。

アイクラフトは、2017 年から進めてきた技術開発で蓄積した十分なノウハウを持っています。
このノウハウと会社設立以来約 20 年のシステム開発の経験を活かし、お客様のビジネスをブロックチェーンで変革する提案をさせ
ていただきます。また、ブロックチェーンに関する教育もお引き受けいたします。
本サービスは、日本語だけでなく、英語でも対応可能です。

ブロックチェーンも、アイクラフトにお任せください︕

セキュリティ監査

スマートコントラクトのセキュリティを監査いたします。
暗号通貨の不正流出はセキュリティの低さによって起こるので、
高い技術と経験のある技術者による監査は不可欠です。

・スマートコントラクトを攻撃から守る方法
・コントラクトのセキュリティチェック
・発見した危険要素のための解決策
・監査の詳細な報告書

ブロックチェーン技術を導入しサービスを開始することをアイ
クラフトがサポートします。
アイクラフトには、様々なプロジェクトとブロックチェーン・
インプレメンテイションの経験があります。私たちの経験とス
キルを活かし、お客様のご要望に応じたアドバイスとビジネス
サポートを行います。

ブロックチェーン関連のイベント

BlockTips︓Blockchain Meet up in KOBE
ブロックチェーンに興味のある方ならどなたでも
参加できる交流イベントです。（参加無料）
月に２回 アイクラフト神戸本社にて開催

サービス内容

コンサルティング

開催情報

［ご相談］
［設計・開発］

［ｾｷｭﾘﾃｨ監査］

20,000 円

500,000 円より

ご相談内容による

サービス基本料金

※上記は、１件あたりの税別料金となります。
　まずはご相談ください。

教 育  
ブロックチェーンは最新の技術です。この技術を正しく理解す
ることは容易ではありません。
実際にプロジェクトで培ったノウハウと経験のあるアイクラフ
トが教育を行うことで、世間のブロックチェーンの認知度を高
め、利用する企業を拡大していきたいと考えております。

［ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ］

イーサリアムをベースにしたスマートコントラクト 信頼性の高いスマートコントラクトを実現

・ブロックチェーンの仕組みと最新情報
・ウォレット作成、暗号通貨による取引を経験
・セキュリティ実習︓暗号通貨とウォレット
・その他

◆Genesis Course <1 日講座 >
ブロックチェーン技術の基本から応用までを網羅

◆R-evolution Course <5 日間 >
ブロックチェーン・プログラミング講座

・Solidity を用いたスマートコントラクトの開発方法
・トークン ERC-20, ERC-721, ERC-223 の基礎
・ツェッペリン・フレームワークを使ってトークンを作り、
  クラウドセールを実施
・スマートコントラクトの web3js API への接続方法
・スマートコントラクトのセキュリティ
・solidity︓主な攻撃について学ぶ

25,000 円／人

250,000 円～ ※

※一人当たりの料金です。グループ受講の場合、割引きがあります。（応相談）

＜2020 年１月より開始＞
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 iCRAFT Blockchain Services
ブロックチェーンもアイクラフトにお任せください　（日本語 / 英語）



データ入力・画像処理・BPO（Business Process Outsourcing）

ソフトウェアのオフショア開発
小規模なものでもOK︕プロジェクトやご予算に応じて対応いたします。 全て日本語対応可だから安心。

これまでの開発例
日本人SE が
国内で打ち合わせ 仕様作成 ベトナムで製造

お客様が仕様作成、
ベトナム渡航

ベトナム人SE と
現地打ち合わせ

Skype で現地SE と
打ち合わせ

ベトナムにて
仕様作成

委託開発︓
オフコン業務システムのオープン系への移植
RPA システムの開発
スマートフォンアプリの開発
MS-ACCESS の名簿システム
Adobe 製品のプラグイン開発

ラボ開発︓
Java 業務システムの継続改善
web ベースのパッケージシステムの顧客別カスタマイズ

ベトナムで製造

ベトナムで製造
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アイクラフトJPNは、ベトナム、ミャンマー、モンゴルとのビジネスマッチングをサポートする企業です
海外事業（アイクラフトJPN株式会社）

  
モンゴル人材雇用支援事業

日本での就労を希望するモンゴル人をスカウトし、
日本語教育や日本での生活文化の教育を行っています。
また、応募者のスキルに応じたビザの取得の支援も行い
高い在留資格の認定率を実現しています。

[日本の在留資格の取得実績にある職種]
ITエンジニア(技術ビザ)、建築エンジニア(技術ビザ)
専門学校・大学・大学院への進学(留学ビザ)など

ベトナム進出支援および経営コンサル事業
進出前のご相談から、進出後のアフターフォローまで
ワンストップでご支援します。
　１．市場調査、OEM及び各種目取引
　２．会計・財務・労務コンサルティング
　３．人材紹介・面接代行
　４．通訳・翻訳、視察コーディネート
　５．法務サービス
　６．ベトナム事業代行サービス

不 動 産 仲 介 事 業
１.　居住用不動産仲介

２．オフィス、店舗、工場などの不動産仲介

・物件案内、契約交渉代行、入居手続代行サービス
・入居後の生活支援サービス(契約開始より1年間)

「リース(定期借地)・物件購入」
「特定レンタル物件(店舗、レストラン、工場など)」
「一般目的レンタル物件(オフィス、一戸建て)」

国 際 輸 送 事 業
釜山をハブポートにした世界約400仕向け地への
マルチカントリーコンソリデーションサービスをご提供します。
南米、カリブ海諸国、アフリカ、中東、今まで少量貨物でコンテナ
1本使用していたお客様は是非一度お問い合わせください。
もちろん、ベトナム、ミャンマー、モンゴルにもコンテナ輸送、
混載輸送で多数実績があります。お気軽にご相談ください。
　１．輸出入書類作成代行
　２．お客様ニーズに合った輸送方法のご提案
　３．最適な船会社の選択、ブッキング代行
　４．ドアトゥドアサービスを提供

DTP処理 データレイアウト作業(Adobe InDesign、Illustrator)、
テンプレート作成( カタログ、名簿、競馬新聞など)、
求人広告のキャッチ画像作成

トレース処理 地図・イラスト等のトレース作業
Web関連処理 サイト移行時のコンテンツコピー＆ペースト作業

データ入力 ハガキ懸賞・アンケート入力・氏名/住所入力

ドキュメント処理 伝票入力・伝票処理・ドキュメント分類

コンサルティング コンサルティング・分析・マーケティング

その他代行 出力/スキャン代行・発送代行・印刷代行

セキュリティの高いイメージデータ入力、
ベリファイ入力にも対応しています。

データ処理や個人情報等の機密性の高い
手書き入力などのデータ入力もお任せください。

セキュリティ・精度・信頼性が高くて安心

プライバシーマーク取得で重要情報も安心!

株式会社アレスクリエイション

ベトナムの協力会社をはじめとした
価格競争に負けない地域で対応します。

日本語のOS ･フォント・ソフトウェアを用いた
作業に対応いたします。日本語読解可能な
スタッフとの直接のやり取りも可能です。

データ処理も低価格・高品質で

日本語対応・日本語OS/ ソフトでの高度作業も

アイクラフトJPN・ベトナム

対応事例︓

高品質低コスト
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◆Company Name
　iCRAFT Corp.

◆Corporate Headquarters
　83 Kyomachi,Kobe,Japan 6500034
　TEL +81(78)391-2900

◆Chairman of the Board and President
　Hirokazu Yukei Yamamoto

◆SEKIGUCHI Norikado, Tokyo Branch
　UKITA Eiji, International Div.
　NISHIDA Toshiya, Vietnam Div.

◆Total Revenue Fiscal 2018
　413 million JPY　(Group Total 1,226)

◆Number of Employees
　55　(Group Total 120)

◆Branch
・Kanda,Tokyo
・Himeji, Hyogo
・Ho Chi Minh City,Vietnam
・Yangon,Myanmar
・Ulaanbaatar, Mongolia

U R L https://www.icraft.jp

Hirokazu Yukei Yamamoto
president and CEO

iCRAFT Corp.

We have well-experienced and well-skilled bilingual IT professionals to support 
Japanese offices and branches of foreign firms. Also we provide services in Vietnam 
and Myanmer, we can flexibly conduct outsourcing of the IT operations cooperating 
with your foreign headquarters. 
As a reslut, our outsourcing service contributes to enhance specialties and tech-
niques of the IT operations and stimulates your company as a whole.

iCRAFT Corp. provides a bilingual service and solutions in Information System Manage-
ment for our valued customers. We specialize in the IT Infrastucture Development and 
Management, Software Development, and Help Desk Service. We do everything in our 
capability to support your business with our Japanesehigh-quality service.

It is extremely difficult to employ personnel only when companies need under 
Japanese work environment. Because the Japanese labor 
laws require managers to hire employees on a long-term 
basis. However, we know the way to solve it. We offer 
business solutions for your IT department continuously.
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Services

 iCRAFT Blockchain Services
iCRAFT provids the best solution to support your business idea.（English/Japanese）

iCRAFT has been building our capacity and working on blockchain since 2017.
Based on this knowledge and experience in system development for almost 20 years since the 
establishment of the company, we aim to provide services and build systems in accordance with our 
customer's requirement. We also provide education regarding blockchain in several important aspects.

・Design and development of Smart contract  on 
  Ethereum blockchain
・Security Auditing to Achieve Reliable Smart contracts
・Building Blockchain network for business
・Education on blockchain

Foreign IT engineers employment promotion in Japan
■Pick up Talents■ We pick up IT engineers who want to work in Japan.

Mainly for Vietnamese, Burmese and Mongolian.

■Japanese Language Education and Internship Program■
We teach Japanese language for foreign IT engineers, to pass N2 or higher.
We also teach Japanese business experience.

■Find Workplace in Japan / Talent Matching■
Making skill sheets and conduct interviews online.

■Acquire Working Visas / Life Support in Japan■
Support status of residence and visa to acquire Japanese.
Provide accommodation.

(System Design, System Development,
 System Management)

• Network Infrastructure
• Servers Administration
• Workstation Support
• Information Security
• Databases

• System specifications
• System Run books
• Userʼs guides
• In addition, any IT-related
  documents upon request 

Are you experiencing any of the following problems in your office?

We Have IT + English

BIlingual IT Service Solution

iCRAFT Corp. has bilingual IT professionals to support your business.
We provide the system management & services development for IT infrastrucures such as 
network and server, also we provide the software development services. 

“We donʼt have IT support to communicate with the
head office or foreign vendors in English!”

“We need access to a 24-hour
bilingual help desk!”

“Who we should consult when
instructions for IT products are

all in English?”
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