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アイクラフト株式会社

代表取締役

 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。
 
  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、モンゴルでのサービス提供体制を整えてお
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。

 

 

1⽉2001 年（平成13年） 有限会社アイクラフトを神⼾・栄町通に設⽴

3⽉
8⽉

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

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

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）

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

2005 年（平成17年） 2⽉

10⽉

4⽉
5⽉

⼤阪市中央区に⼤阪⽀店開設
資本⾦を3,000万円に増資
有限会社ファーストテクノよりシステム商品販売事業を買収

NTT神⼾中央ビルにデータセンタ開設

1⽉
4⽉
8⽉

株式会社キャットシステムよりどこでもマテル事業を買収2008 年（平成20年）
資本⾦を5,500万円に増資
姫路事務所開設

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

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

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

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

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

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
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事 業 所

【姫路】
 

〒670-0981 兵庫県姫路市⻄庄⼄１１４-８

 

 

社 名

代 表 者

設 ⽴

資 本 ⾦

主要株主

年 商

グループ会社

U R L

会社概要

アイクラフト株式会社

⼭本 裕計

2001年（平成13年）1⽉

7,000万円

⼭本 裕計

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

【本社】 〒650-0034 神⼾市中央区京町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901号
                   TEL (03)6869-5039 FAX (03)6869-3039

【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901号
                   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

結連体単

https://www.icraft.jp

【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
                   URL   https://www.allescreation.co.jp
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「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。

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

※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

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。

我が社のシステム担当は、ここにいる。

3



［365⽇︓24時間監視、運⽤保守］（1サーバ/⽉額）

専⽤レンタルサーバセット

90,000円

セット価格で 120,000円

専⽤レンタルサーバ 40,000円

通常合計価格 130,000円

90,000円
■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サイト、CMS・メール

簡易レンタル
サーバ安⼼プラン

webサイト、CMS、メール
バックアップ、

セキュリティ更新あり

共⽤レンタルサーバ
（仮想サーバプラン）

⽤途⾃由（OSも⾃由）
システム管理者制限付

専⽤レンタルサーバ
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

 

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。

トラブルを未然に防ぐ予防保守が充実。障害発⽣が少なく、可⽤性の⾼い
安定したITサービスを約束します。万⼀、インシデントが発⽣した場合には
ネットワークエンジニアに加えソフトウェアエンジニアも保守にあたるの
で、サーバ上で稼働するアプリケーションに⾄るまで保守することが可能。
障害が解決するまでとことん対応いたします。

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。
iSTAFF24の最⼤の特徴は、トラブルを起こさない予防保守、インシデントが発⽣しても最短のMTTR(Mean Time To Repair)で回復する
24時間の有⼈運⽤保守体制です。
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。さらに ネットワークエンジニアだけでなく、ソフトウェアエンジニアも
保守にあたるので、サーバ上で稼働するアプリケーションに⾄るまで保守する事が可能です。

 

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を実現

アウトソーシングでコスト削減 アプリケーションまで保守

当社から約1分の場所にあるNTT⻄⽇本ビル内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。
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仮想化、負荷分散などのソリューションを⽤いて、
柔軟でかつ信頼性の⾼いITインフラ環境の設計・構築を⾏います。

仮想化、負荷分散などのソリューションを⽤いて、
柔軟でかつ信頼性の⾼いITインフラ環境の設計・構築を⾏います。

問題発⽣時はすぐさま正常なシステムへ
⾃動で切り替わります。

お客様のビジネスを⽀える
⾼度なITインフラ環境をご提案。
お客様のビジネスを⽀える

⾼度なITインフラ環境をご提案。

⾼可⽤性サーバインフラの構築⾼可⽤性サーバインフラの構築

ディザスタリカバリを実現した仮想化サーバ基盤構築

ディザスタリカバリを実現した仮想化サーバ基盤構築

コンテンツ課⾦サーバーでの構築事例

本番拠点 バックアップ拠点

ユーザ拠点

仮想サーバ

ロードバランサ
（LB）

グローバルサーバ
ロードバランサ
（GSLB）

ルータ

Firewall

・・・・・

パソコン

・・・・・仮想基盤・・・・・仮想基盤冗⻑化

⾼可⽤性サーバーインフラなら
常に安定したサービスを
提供できます！

トラブル発⽣時... ⼤量のアクセスが集中した時...

メンテナンス時...

⾼いコストパフォーマンスInternet

通信可能♪

Internet

StorageWEBWEBWEBDBDBAPAPAPAPBAT

STG

ロードバランサ
（LB）

Firewall

ISP

L2SW

テープ
ドライブ

ISP
セグメント

Global
セグメント

DMZ
セグメント

LAN

セグメント

ロードバランサが負担分散処理を⾏い
各サーバに均等に振り分けます。

廉価な機器にも積極的に取り組むことにより
実現した、⾼いコストパフォーマンス。
もちろん性能も優れています。

サービスの提供を⽌める事無く
メンテナンスできます。

インフラ構築後の運⽤管理もお任せください︕
２４時間有⼈対応です︕

 昨今、災害が起こっても、事業は継続を求めら
れ、ディザスタリカバリの考えを導⼊するケース
が増えています。
 これまでのソリューションでは、複数の拠点に
配置した同じ昨⽇のサーバを切替えて利⽤する事
や、必要なデータを別拠点にバックアップする事
で対応がされていますが、システムごとに切替⼿
順や復旧⼿順が違い、メンテナンス⽅法が複雑化
していました。
 この事例では、グローバルサーバロードバラン
サ（GSLB）の技術を⽤いることで、複数の拠点に配
置したサーバに対し、アクセスを適切に振り分け、
災害においても、ダウンタイムを最⼩限にとどめ
る構成としています。
 また、拠点内部のサーバを仮想化し、ハイパー
バイザのサーバ冗⻑化機能を利⽤することで実現
しました。共通化した技術で、メンテナンスなど
管理⽅法を定型化しています。
 これらの⼀元化した管理⽅法で、サーバ個別の
障害は拠点内でカバーし、災害などによる拠点⾃
体の障害においては、別の拠点へ切り替えること
で、ダウンタイムの少ない事業の継続を実現して
います。
 
 

全ての構成が冗⻑化されており⾼い可⽤性を誇るサーバシステムです。ダウンや遅延が許されない、２４時間稼働が必要なサイトに最適です。
トラブル発⽣時、メンテナンス時、⼤量のアクセスがあった時でも安定して稼働します。
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6

初期費⽤を抑えたコールセンターを
構築・運⽤中

１ .専⽤ VP S 基盤
専⽤ VP S 基盤を⽤意することで、通常の共⽤ VP S 基盤と
 は異なり、「ご要望のスペックで環境を⽤意できる」「後から
 仮マシンの追加をスムーズに⾏える」「他のユーザからの影
 響を受けない」といったメリットを提供しています。
２ .専⽤回線
 専⽤回線として、NTT ⻄⽇本が提供する「フレッツ VP Nワ
 イド」を採⽤しています。
 各拠点とシステム間で、セキュアな通信を提供しています。
３ .専⽤外部ストレージの追加が可能
 専⽤の外部ストレージをシステム構成に追加可能です。それ
 により、柔軟なデータのバックアップを提供します。

IDC

IDC

仮想基盤仮想基盤

Web/
DB
Web/
DB

仮想基盤仮想基盤

DBDBWebWeb

外部ストレージ

外部ストレージ

お客様拠点 Aお客様拠点 A

お客様拠点 Bお客様拠点 B

⾃由度の⾼い専⽤クラウドサービスを提供⾃由度の⾼い専⽤クラウドサービスを提供
環境監視システムにて運⽤中

本クラウドサービスは
１.専⽤ VP S 基盤
２.専⽤回線
３.専⽤外部ストレージの追加が可能
という３つのポイントで、安⼼・充実したお客様専⽤の
ICT 環境を実現しています。

中⼩企業や⼩規模なコールセンターに最適な、IP 電話システム。
オープンソースの IP-PBX (電話交換機)ソフトウェア“ Asteris k”
を使⽤しています。

従来の PB Xと IP 電話を導⼊するには数百万かかりますが、
Asteris kを利⽤すれば市販の安価なサーバでも簡単に電話シス
テムを構築することができます。
アイクラフトでは、法⼈のお客様にシンプルかつ安定したサー
バを提供するために、BTO(Built to Order )でサーバ (Integral
シリーズ )を制作しています。今回は、タワー型サーバモデルの
Integral-602 (約15万 )と市販の安価な電話機を10 台、無償
のソフトフォン 50 式を組み合わせて、従来の 10 分の１ほど
の導⼊コストでコールセンターを構築しました。
また、コールセンターでは、頻繁に電話の増設や設定変更が必要
になることから、FREEPB X というグラフィカルなソフトウェ
アを組み合わせて、内線割り振り・グループコール・外線番号
の追加等を、簡単に設定できるようにしました。

●仮想環境上に複数のサーバを乗せたシステムから、個別
のサーバにハードウェアを独⽴させ、それらを⼆重化して
強固な冗⻑性確⽴
●メーリングリスト、ディレクトリ管理などの機能を単独化
することにより、⾼機能化と危険分散
●重要ポイントである機密性と信頼性のため、LDAP によ
る認証、暗号化通信機能、ウィルスチェック、SMTP不正
中継対策
●メールボックス、アカウント情報などをメールサーバと
は別ハードウェアで保管

アイクラフトは、これらの分散化したサーバ群を有機的に

に同期・連携させ、安定したシステムにまとめ上げました。

その結果、各サーバの機能アップと究めて高い冗長性を達

成した上で、運用管理面も充実させました。

耐障害性を追究した、メールシステムの構築  耐障害性を追究した、メールシステムの構築  
当社お客様である研究機関では、電⼦メールが活動の重要基盤となっており、
信頼性の⾼いメールシステムにしたいとの要望があり、以下のような提案を実施し、環境の構築を当社にて実施しました。

AntiSpamサーバ

メーリングリスト
Webメール
携帯メール
サーバ

ファイア
ウォール

ロードバランサ

メールサーバ

NAS 仮想基盤

仮想管理サーバ

SMTP
リレーサーバ

ディレクトリ
管理サーバ



■サービス基本料⾦
週1⽇（⽉4⽇相当） 150,000円(税別)

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

「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。

「やりたい︕」を実現

「やりたい︕」を「やってよかった︕」に

ソフトウェア開発

運⽤サポート

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。

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。

「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︖
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施設管理系状態監視ソフトウェア

ハンディターミナルを活⽤した
⽣産管理システムの構築

施設管理系に係るデータやアラームをグラフィカル
に可視化し、監視を⾏うためのシステムです。
⼤規模施設における冷却⽔設備や空調設備は、施設
運⽤の上で重要な役割を果たしています。施設管理
データを⼀定のサンプリング周期で参照可能となる
ようにオペレータコンソール上に表⽰し、⼀元的な
監視業務を実現しています。

製造業における受発注管理や⽣産管理を⾏うシステ
ムを、クライアント・サーバシステムとハンディタ
ーミナルを⽤いて実現しました。受発注の管理や、加
⼯材料に付けるバーコードの発⾏をクライアント・
サーバシステムにて⾏い、製造現場では⼯程毎に加
⼯材料のバーコードを読み取り、⼯程の管理を⾏います。
⽣産⼯程全てをこのバーコードで管理することによ
り、タイムリーな⽣産管理を⾏う事ができます。

開発事例開発事例
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LibreOfficeの「開発サポート」と「3年⻑期サポート」を⽇本で初めて提供開始しました。

9

■リモートサポート

■3年⻑期サポート■開発サポート

■オンサイトサポート

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、

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。

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。

SPEC

HDD

ドライブ

CPU

電源

LAN

RAID

サイズ

1U4bay chassis

4×1TB (3.5inch SATA 7.2k)

無し

Xeon E5-2620 v4 2.1GHz 8Core

650W 1+1 redundant power supply 80 +

2×GbE ports+2×10 GbE SFP+

1+0

482.6mm×787.4㎜×44.4mm

【LibreBOX詳細】



情報登録はこちら
se@ejobgo.com

eJOBGOについてはこちら
http://www.blog.ejobgo.com

SESビジネスに特化した豊富な機能でお助けします

その時、サポートしてくれる専門家は必要ありませんか︖

そんな悩みをiCRAFTが解決します。

FOCUSスパコンスタートアップサービス

の利⽤をサポート

ＦＯＣＵＳ
スパコンシステム
公益財団法⼈計算科学
振興財団が供⽤する
産業界専⽤スパコンです。

計算化学や流体・構造解析など幅広い分野の
シミュレーションに活⽤されています。

さあ、使おう！

利⽤環境構築代⾏サービス
《料⾦︓150,000円※（税別）》
●利⽤申請のサポート ●ネットワーク設定サポート

●

スパコン側ソフトウェアのインストール
● ⾃動ログインマクロの作成

※ソフトウェアのライセンス料・ＦＯＣＵＳスパコン利⽤料などは含まれていません。

●ログインの仕⽅が分からない
●操作⽅法が分からない

●ワンクリックでログイン
●操作⽅法のサポート

SESビジネス成功の秘訣
IT技術者マッチングASPサービス

御社が本当に求める案件・⼈材が⾒つかっていますか︖
専門スタッフが在籍する「マッチングセンター」をご⽤意しており
ます。御社の案件・⼈材情報をお預かりして、条件に合致した情報
だけをお届けいたしますので、毎⽇流れ込んでくる⼤量の情報に悩ま
されている⽅、御社の案件・⼈材情報を信頼のおける⽅法で効率
良くマッチングしたい
という⽅に最⾼の効果
をお約束いたします。
また、⼤量にストック
された情報のうち公開
可能なものは、会員の
皆様が⾃由にマッチン
グし、応募から⾯談・
契約まで⾏っていただ
くことが可能です。

種別 有料会員 無料会員

おまかせ・セルフ/マッチング

オートマッチング機能

⼀押しメール

スキルシート閲覧

配信代⾏機能

スカウトメール

料⾦（⽉額）

○

○

○

○

○

○

○

○

△

×

×

×

無料13,750円

※有料会員登録は別途⼊会⾦150,000円かかります。
※成約時、成功報酬:50,000円が発⽣します。ただし、
 有料会員様は成約時の成功報酬が3回まで免除
 4回目以降、1件成約につき15,000円

おまかせマッチング

主なサービス

実⾏⼿順書の作成●

ログインツールのインストールと設定 
●

・専門スタッフが、御社の登録した情報
に対し、マッチングします。
セルフマッチング
・案件・⼈材情報をご⾃⾝でマッチング
し、⾯談の調整もできます。
オートマッチング機能
・会員が案件⼜は⼈材を登録した時と、
毎⽇１回、システムが⾃動的に簡易マ
ッチングを⾏います。

一押しメール
・前⽇に登録された情報を、案件・⼈材
情報をメールでお知らせいたします。
スカウトメール
・貴社と御客様間で直接連絡が取り合
える機能です。

段ボール業専⽤統合⽣産管理システム「SmartBooks」(スマート
ブック)
Microsoft.NET(ドットネット)に準拠して開発したシステムです。
システム開発に当たり、⻑年段ボール業に携わった専門家が上流
⼯程においてその経験を活かし、仕様の策定に尽⼒しております
ので、業務に安⼼してお使い頂けます。

段ボール業専⽤統合⽣産管理システム「SmartBooks」の導⼊⽀援・
カスタマイズ・保守等、お客様にSmartBooksをご利⽤いただく上
での包括的サポートを提供しております。
お客様に合わせたきめ細やかなサポートをご提供させて頂くこと
で、業務効率を最⼤限に発揮できるよう⼆⼈三脚で考えます。特殊
な段ボール業界に精通したスタッフ、システム開発に精通したス
タッフ等を内部に抱えていることが最⼤の強みです。

特 ⻑
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海外でのシステム開発・
データ処理業務

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

データ処理も低価格・⾼品質で
価格競争が激しいデータ処理も、ベトナムの協⼒会社・ミャンマー
をはじめとした価格競争に負けない地域での対応も可能です。

⽇本語OS/ ソフトでの⾼度作業も
⽇本語資格を持つスタッフが、⽇本語OS ／フォント・⽇本語
ソフトウェアを⽤いた⾼度な作業への対応を可能にしています。

プライバシーマーク取得で重要情報も安⼼︕
個⼈情報の⼊⼒や、⼿書き⽇本語⼊⼒、ベリファイ作業の実施などは
プライバシーマークを取得した⽇本国内の事業所での作業も可能です。

⽇本語でのやりとりも可能
印刷物制作では⼿書きの⾚字修正や指⽰が⼊る事も多いですが、⽇本語
読解可能なスタッフが直接お客様とやり取りをして作業を進めます。

こんな作業を
ご依頼いただけます︕

データ⼊⼒ ハガキ懸賞・アンケート⼊⼒・⽒名／住所⼊⼒・名寄せ・成績処理

ドキュメント処理 配送伝票⼊⼒・⾦融伝票処理・ドキュメント分類・ウェブリサーチ・スキャニング

画像処理 商品画像切り抜き・⾊調補正／レタッチ・電線等の消去・⼈物画像修正・署名／ウォーターマーク追加
AI 学習⽤の画像データ加⼯

DTP処理 ⽇本の印刷物のデータレイアウト作業(Adobe InDesign、Illustrator)
編集システム移⾏の際のテンプレート作成( 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

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。
弊社ではベトナムでのラボ型開発・受託開発など、オフショア開発を数多く⼿がけており、プロジェクトの形態やご予算に応じて、様々なチーム
体制で対応が可能です。また⼀般的にオフショア開発の場合、業務システム等で「⼈⽉が多く仕様が固まっているもの」が適していると思われがち
ですが、仕様作成の段階から海外チームが関わる事が可能です。規模の⼤きくないWeb システム・スマートフォンアプリなどで、詳細仕様設計や
画⾯設計から安⼼しておまかせいただけます。

全て⽇本語対応可だから安⼼。

ドキュメント・打ち合わせ・メール、全て⽇本語で対応でき、国内でご発注いただくような安⼼感を持ってプロジェクトを推進していただけます。

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

こんな作業を
ご依頼いただけます︕

低コスト

⾼品質

海外でのシステム開発・
データ処理業務
海外数ヵ所に拠点を持つ
アイクラフトだからこそできる︕
貴社の技術者・オペレーター不⾜を解決いたします︕
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不動産

仲介

アイクラフト JPNはベトナム、ミャンマーに現地法⼈を、
モンゴルに事務所を有し、⽇本企業と現地企業のビジネス
マッチングを⽀援する企業です。
 

弊社では、多くのBPO（Business Process Outsourcing）
事業を⾏っております。
特に価格競争が激しいデータ処理の分野においては、ベト
ナムでの協⼒会社、またミャンマーをはじめ価格競争に負
けない地域での対応も可能です。
現代のビジネスではWEBサイトの更新、画像加⼯、伝票
などの電⼦化処理など、近年ますますニーズが増しており
ます。

B P O事 業・ソフト開発

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
  契約交渉の代理、契約書の作成、値引き交渉、
  備品の追加・交換交渉
・⼊居後の⽣活⽀援サービス(契約開始より1年間)
  貸主への苦情対応、⼊居後の貸主との通訳サポート、
  契約更新時の条件交渉、
  退去時のデポジット返還交渉（サービス期間内のみ対応）、
  引越業者紹介

「リース(定期借地)・物件購⼊」
  …事前調査、契約交渉、不動産デューデリジェンス
「特定レンタル物件(店舗、レストラン、⼯場など)」
  …事前調査、契約交渉、ライセンス取得可否の確認
「⼀般目的レンタル物件(オフィス、⼀⼾建て)」
  …事前調査、契約交渉

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

ベトナム進出⽀援および経営コンサル事業

モンゴル⼈材雇⽤⽀援事業
⽇本に10年間在住したモンゴル⼈スタッフが勤務し、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って
おり、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、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します

国際輸送事業

釜⼭をハブポートにした世界約400使向け地へのマルチ
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ございますので、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



Hirokazu Yukei Yamamoto
president and CEO

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

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
techniques of the IT operations and stimulates your company as a whole.

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.

◆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 2017
 398 million JPY (Group Total 466)

◆Number of Employees
 55 (Group Total 120)

◆Branch
・Kanda,Tokyo
・Tanimachi4,Osaka
・Himeji,Hyogo
・Ho Chi Minh City,Vietnam
・Yangon,Myanmar
 Ulaanbaatar,Mongolia



iCRAFT Corp. has bilingual IT experts to support your business.
We provide the system management & development services for IT

infrastrucures such as network and server, also we provide the software development services. 

Please do not hesitate to contact us if you need any further information.

(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 

■Pick up Talents■
We pick up IT engineers who want to work in Japan.
Mainly for Vietnamese, Burmese and Mongolian.
■Japanese Language Education and Intership 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. 14

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

“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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