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明治学院大学経済学部卒。同学の非常勤講師も務める。大学卒業後、株式会社コナカに入社。同期内トップセー
ルスとなり、複数の新規店舗立ち上げや店長職を経験。さらに IT ベンチャー企業に転じ、20 代で営業・採用部
門のトップとして従事する。2004 年、30 歳で起業し株式会社アイエンターを設立。最初はたった一人、ワンルー
ムのオフィスからのスタートだったが、わずか 4年で売上約 13 億円を達成。現在会社は 14 期目を迎え、グルー
プ総勢 200 名、売り上げ約 44 億円の成長企業へと育てる。またマイナビの自社ページには約 5,500 名がエント
リーし、ソフトウェア部門での PVランキング 1位を度々獲得するなど、就活中の学生たちの注目を集める企業

。るあが）版出田稲早（」。たしまきが」ルーメり祈お「、たま 意極活就「、に書著。長成もに

視察先 内容

株式会社アイエンター 代表取締役 入江恭広 氏

代表取締役 CEO兼 CTO  山本正喜 氏

SmartHR を開発する株式会社 SmartHR の代表取締役 CEO。
2013 年に株式会社 KUFU（現 SmartHR）を創業。2015 年 11 月に自身の闘病経験をもとにしたクラウド人事労務
ソフト「SmartHR」を公開。
提供開始から２年で導入企業は 1万社を超える。
TechCrunch Tokyo をはじめとした数々のスタートアップイベントで優勝実績を持つほか、
2018 年には経済産業省が推奨するユニコーン企業を創出することを目的とした「J-Startup」にも採択される。

株式会社 SmartHR
 

代表取締役  CEO 宮田昇始氏

1980 年生まれ。電気通信大学情報工学科卒業。大学在学中より兄の山本敏行とともに、兄弟で株式会社 EC 
studio を 2000 年に創業。以来、CTO として多数のサービス開発に携わり、2011 年 3 月にクラウド型ビジネス
チャット「チャットワーク」の提供開始。チャットワークをビジネスコミュニケーションにおける世界のスタン
ダードにすべく、全社を挙げて取り組んでいる。2018 年 6 月、同社の代表取締役 CEO兼 CTOに就任。

ChatWork 株式会社 

有名外資系企業の支店長秘書や金融系企業など数社で勤務後、
1992 年、配偶者とともに、同社を企業。
社員が長く働ける会社、社員が能力を発揮できる会社を目指して大胆に社風の強化に力を入れている。
テレビ、雑誌への登場や、講演会での登壇多数。神奈川県情報サービス産業協会主催のベスト・ワーキング・ウー
マン表彰制度で貢献賞受賞。

アクロクエストテクノロジー株式会社 
取締役副社長 新免玲子氏

神戸大学経営学部卒。中小企業診断士。大手通信会社において IT 関連の新規事業立ち上げのチームリーダーを
経て、船井総研に入社。現在、IT 業界向けコンサルティングを統括する部隊の責任者であり、業績を上げる仕組
みづくりのコンサルティングに定評がある。脱下請け、ストック型経営、デジタルマーケティングの推進、IT を
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RPAやHRとテックといっ
た

今話題の事業に興味がある
が、

実際のところどんなものか

イメージがわいていない

業界をけん引していくIT 企業のオフィスがどうなっているのか見てみたい

オフィスのリニュー
アルを

検討しているため、

IT 企業の先進的な
オフィスをみてみた

い

伸びている会社の雰囲気を感じてみたい
社員の採用や定着、働き方改革が

進んでいる企業の
話しを聞いてみたい

匕 ン ト

・数々のスタートアップイベントで優勝、グッドデザイン賞、日本の人事
   部 HR アワード最優秀賞など、各方面で評価されているSmartHR の戦
   略とは？
・企業が急成長する中で意識すべきマネジメント手法
・サービスを革新させ、成長する組織づくりをする秘訣

視察①

株式会社SmartHR
HRテック

視察②
クラウド労務管理ツールが
２年で1万社導入突破！

株式会社アイエンター

・取り組んでわかったRPAビジネスの構造と運営組織体制
・RPAビジネスの実際の反響と受注のコツ
・自社での RPAを活用した業務改善事例
・残業平均 11.3 時間！有給消化 70％！アイエンター流効率
   よく働くスタイル

RPA、働き方改革

RPAと働き方改革を語る！

コミュニケーションツール

視察③ 導入企業１７８,000社突破
のコミュニケーションツール！

ChatWork 株式会社

・社内の反対を押し切って1人での開発スタート。事業化までの誕生秘話。
・サービス開始から成長軌道に乗せるまでの戦略、気をつけて
    いたこと
・資金調達を経てスケールへの挑戦。壁をいかに乗り越えていくか

・当社の取り組みの紹介
・このような組織になるまでの試行錯誤
・経営者の意識改革

採用・社員の活性化

視察④ 働きがいのある会社ランキング（25～99名部門）

アクロクエストテクノロジー株式会社

第１位

新免玲子氏著
会社を元気にする51の「仕組み」

ぜひご参加前に
お読みください！ 懇親会にご参加される方は、当日

おひとりさま5,000円（税込み）を追加
でお支払いいただきます。

「お客様の業績を向上させること」を最重要
テーマとし、現場の即時業績アップ支援に強み
を持ち、独自の経営理論に基づくコンサルティ
ングを行っている。
また、社会的価値の高い「グレートカンパニー」
を多く創造することをミッションとし、企業の
本質的な「あり方」にも深く関与した支援を実
施している。その現場に密着した実践的コンサ
ルティング活動は様々な業種・業界から高い
評価を得ている。

株式会社船井総合研究所



集合場所集合時間

解散時間

解散場所

お申込みはこちらから

船井総合研究所
主催　 ITビジネス経営研究会国内クリニック2018in東京　45名

懇親会にご参加される方は、当日追加で　　　　 （税込み）徴収させていただきます。

※別途、懇親会は
2時間程度を予定

各視察先企業オフィス９
8:30

１３ 木開催日 会 場

S036319

東京駅行幸通遊歩道（東京都千代田区丸の内２－４）丸の内ビルディングと新丸の内ビルディングの間

18:00頃を予定※懇親会に参加される方は20:00頃を予定しております

※当日、係の者が案内版を持ちお待ちしております。
神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１７番地２　友泉新横浜ビル前
※懇親会に参加される方の解散場所：神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-25 アポロ新横浜第2ビル前

8：30
18：00

03-6212-2934 03-3216-2250

03-3216-2250

5785189

旅行企画・実施：東京都知事登録旅行業第2-6793号 株式会社船井総合研究所 〒100-0005  東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階

弊社会員組織（ご入会中の弊社研究会があれば   をお付け下さい） 　　

□ ＦＵＮＡＩメンバーズPlus　　□各業種別研究会（　　　研究会）

お申込み定員

猪俣 橘

●受講料のお振込は、開催４営業日前までにお願いいたします。
●会員企業様とはFUNAI メンバーズPlus、各業種別研究会にご入会中の企業様です。
●受講料に含まれないもの：集合場所までの交通費・宿泊費・懇親会費
●お客様のご都合で、ご参加を中止される場合は、左記の取消料をお支払いいただきます。
●お取り消しのご連絡は、平日（月曜～金曜日）午前9時30分～午後5時00分でお受けいたします。
●添乗員は同行いたしません。担当コンサルタントが同行いたします。
●最少催行人数10名（出発日から5日前までに最低出発人数のご予約がない場合は中止とさせていただきます。）
●詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、ご契約ください。
●当視察セミナーでは、当社が手配した交通手段以外でのご参加はご遠慮いただいております。

ITビジネス経営研究会会員

申込み取消期間 取消料
セミナーの開始日の前日から起算して11日前まで いただきません

旅行代金の20%
旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

セミナーの開始日の前日から起算して8～10日前まで
セミナーの開始日の前日から起算して2～７日前まで

セミナーの開始日の開始日の前日
セミナーの開始日の当日

セミナーの開始後の解除または無連絡不参加

二名様以降

猪俣

1. 申込用紙に記載されたお客様の情報は、当該セミナーに必要なお客様への連絡や各種手配
（訪問先への参加者名の提供とクリニック参加者名簿のテキストへの掲載含む）のほか、セミ
ナーへのご案内といった船井総研グループ各社の営業活動やアンケート等に使用することが
あります。（ご案内は代表者様宛にお送りすることがあります）法定で定める場合のほか、お客
様の承諾なしに他の目的に使用いたしません。

2. お客様の情報管理につきましては船井総研グループ全体で管理いたします。詳しくはホーム
ページをご確認ください。
3. セミナーの案内時にいただきました住所・貴社名・部署・役職・ご担当者氏名を船井総研

グループが個人情報の管理について事前に調査した上で契約しましたダイレクトメール発送代
行会社に発送データよして預託することがございます。

4. 必要となる情報（会社名・氏名・電話番号）をご提供いただけない場合は、お申込のご連絡
や受講票の発送等ができない等、お手続きできない場合がございます。
5. お客様の個人情報に関する開示、訂正、追加、停止又は削除につきましては、船井総研コーポ
レートリレーションズ・顧客データ管理チーム（TEL06-6232-0199）までご連絡ください。

】せわ合い問おるす関に報情人個【  
   株式会社船井総研ホールディングス　総務部法務課（TEL03-6212-2924）
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