Exective Voice
トップインタビュー

写真ではありません。当社のソフトで作成した CG です。

CG や動画を駆使したプレゼンテーションを得意とします。

2011 年入社

代表取締役社長

2012 年入社

中村 祐貴

小山田 隆広

松本 沙子

人間性を高める勉強会を毎月実施しています。

安心計画株式会社
代表取締役社長

小山田

隆広 Takahiro Oyamada

PROFILE プロフィール
趣味は？…………………… 読書（古典・歴史・仏典）
好きな言葉は？…………… 自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ。
気分転換の方法は？……… 瞑想

先進の技術で、住宅に
安心計画株式会社
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優良企業ガイド

【福岡本社】
〒812-0011
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福岡県福岡市博多区博多駅前3-22-8 朝日生命博多駅前ビル8階

TEL:092-475-1751

仕事の事は経営者に聞け！ 安心計画株式会社

文系も理系もどちらにも
活躍の場があります

同時に人間力の向上を
目指します

皆さんは、最近よく聞く“VR=バー

社員が幸せになるために
存在する会社です

当社の取引先は、大手企業から中

当社は今年で設立30周年を迎えま

チャルリアリティ(仮想現実)について

小企業まで全国で5000社以上です。

す。
また、
日本最大級の企業格付機関

はもうご存知だと思います。当社は、

お客様は一般消費者ではなく企業で

リスクモンスター(株)による格付で、

その最先端の技術を含め、ITやCG、

すから非常に高額な商談もあり、
その

当社は9段階中、最高位の「A」を6年

動画を駆使して、住空間をリアルに

相手も経営のトップ層です。
そこで求

連続で獲得(※「A」
ランクは、147万

表現するソフトの開発、販売、運用サ

められるのは企業力とともに担当者

社の中で上位約3.6%)しており、
この

ポートをしています。住宅の外観や内

個人の人間力です。当社の提供する

安定した経営基盤に加え、ワークラ

観、設備、構造、
ガーデニングやインテ

商品はお客様にとっては大きな買い

イフバランスを配慮した勤務形態や

リア、多彩な小物に至るまで、全てを

物であり、導入後も長い付き合いとな

社員の定着率の高さも当社の強みで

コンピューターでリアルに表現して、

るため担当者の人間性がとても重視

す。

家を造る人と住む人との生活空間の

されます。だから、企業理念のひとつ

私たちは、会社は「従業員が幸せに

イメージ共有をお手伝いしています。

でもある
「一流の社員による一流のマ

なるための手段」
と考えています。で

ここまで聞いて、文系は不利かなと

ナーにより一流のサービスを提供す

すから楽しいことは全員で分かち合

思う人もいるかもしれませんがご心

ること」にこだわります。私たちが提

い、社員旅行(海外)や食事会などの

配なく。理系出身者はもちろん、文系

供する商品はソフトではなく、人間性

費用は全て会社持ちです。決算もオー

出身者の活躍の場もたくさんありま

なのです。

プンにし
「皆んなで稼いだお金は皆ん

す。実は社員の約7割は文系出身者で

また、
様々な企業の経営者と直接お

なで使おう」が全員のモチベーション

す。私たちの仕事はチームワークで取

話ができる機会が多いということは、

となっています。連続90分とれる昼

り組みますが、
そのためには様々なス

私たちがリーダーシップを学ぶ機会

休みは博多駅のすぐそばという立地

キルを持つメンバーが協力し合う必

にも恵まれているということです。
ど

条件の良さと相まって、好きなお店で

要があります。チーム構成としては、

のような環境でも自分次第でプラス

ゆっくりと食事や買い物の時間を楽

プレゼンテーションやコミュニケー

に転換できることを学べる場でもあり

しめます。事務所もリニューアルした

ションスキルが重要となる営業部門、

ます。

ばかりですので、
どんな雰囲気の会社

システムの導入指導や運用を支援す

当社では、どんなに能力が高くて

か気軽に見学にお越しください。

るサポート部門、
ソフト開発や制作を

も、考え方が利己的で世の中にマイナ

今後ますます増加するリフォーム

担当する技術部門などに分かれ、
それ

スの影響を与えたり、人として正しい

や中古物件のリノベーション、部屋を

ぞれの専門知識や専門技術を習得し

判断に基づかないものは評価に値し

家具や小物でコーディネートして価

つつその役割を担います。そして、私

ないと考えます。そのため、仕事上の

値を高めるホームステージングなど、

たちは住宅業界のプロを相手にしま

専門知識や技術だけでなく、教養と人

ITを駆使した生活空間のイメージ共

すので、入社後は基本スキルを身に

間性を磨くために社外講師による勉

有の可能性は無限です。
当社が目指す

付けた後も、常に専門知識や技術の

強会や自己啓発ミーティングを毎月

「日本一の住宅ポータルサイト」の構

向上を目指します。

実施し、常に人間力の向上も目指して

築のためにももっともっとたくさんの

いるのです。

“人財の参加をお待ちしています。

若き力
求む！ 君たちの
●リーダーとして活躍したい人

●一流を目指す向上心の強い人

●相手を思いやる心ある人

関わる企業をサポート
●創業 昭和59年

●設立 昭和63年

●従業員数 57名

●資本金 1億円

URL http://anshin.co.jp

優良企業ガイドは▶▶▶064Pへ！
優良企業ガイド
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採

安心計画 株式会社

用

職

種

営業・設計・
企画・開発・
技術・デザイン・
建築・サービス

福岡県福岡市博多区博多駅前３−２２−８朝日生命博多駅前ビル８階
CG や動画を活用した住宅営業支援ソフト、WEB サービスの開発・運用支援

事業内容

福
岡
佐
賀
長
崎
大
分
熊
本

住宅関連企業の皆様に住空間提案用の３ＤＣＧソフトやＷＥＢサービスを提供しており、大和ハウス様、積水ハウス様、ＴＯＴＯ様など全国 5,000 社以上
の導入実績があります。「リアルにイメージが伝わる」
「楽しく打合せができた」などお客様からの声を励みに、Ｉ
Ｔの側面からの住宅業界への貢献を目
指しています。文理問わず、仕事を通じて大きく成長したい！という方、エントリーをお待ちしています。

宮
崎

プロフィール

職務と待遇条件

採用実績

設
資
本
代
表
事 業 概

初

2016年 6名 2017年 10名 2018年 12名
〈採用実績大学
（50音順）
〉
大分大学、尾道市立大学、北九州市立大学、九州大学、九州工
業大学、熊本県立大学、佐賀大学、下関市立大学、西南学院
大学、東京工科大学、長崎大学、長崎県立大学、名古屋大学、
西日本工業大学、日本大学、福岡大学、福岡女子大学、山口大
学、立命館アジア太平洋大学 ほか多数

立
金
者
要

従 業 員 数
本
社
支
社

1988年3月28日
1億円
小山田 隆広
ＣＧや動画を活用した住宅営業支援ソフト/
ＷＥＢサービスの開発・運用支援
57名
福岡
（博多駅から徒歩5分）
・東京
名古屋

鹿児島

給 ［福 岡］
240,000円
（固定）
［東 京］
290,000円
（固定）
［名古屋］
270,000円
（固定）
諸
手
当 通勤・住宅手当、時間外手当
賞
与 年2回
（7月・12月）
給 与 改 定 年1回
（4月）
勤 務 時 間 8:30〜18:00
（休憩連続90分）
休
日 完全週休2日制・年間休日125日
福 利 厚 生 社会保険・社員旅行・産育休 他

先輩社員からメッセージ

募集概要

入社時に建築やＩＴの知識が無くても、頑張り次第でスキル
アップできる環境が魅力です。
先輩社員とバディを組む等、入社から半年間の研修制度が確
立されていて安心です。

採 用 人 数
対
象
勤
務
地

沖

採用に関するお問い合わせ

縄

電話
HP

10名
高専・大学・大学院を卒業予定の方
福岡、名古屋、東京
地域限定職あり

092-475-1751

mail

recruit001@anshin.co.jp

http://anshin.co.jp/recruit/

担当

松本・上野・永渕

東京商工リサーチから
064

任

優良企業ガイド

会社代表者のインタビューは
企業情報はこちら

▶▶▶

008P へ！

▶▶▶

それまでの常識を覆し、営業マンによるお客様の目の前での対面プレゼンを可能にした３Ｄプレゼンソフトは住
宅業界に新しい価値を提供し続けており、同社には無限の可能性がひろがっている。
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