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Guide Book 2015

（情報サービス業）

社内はいつもアットホームな雰囲気。
コミュニケーションを大事にしている。
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代表者からのメッセージ
学生のうちは一方向からしか物事を見れないものですが、
違う方向から考えてみることも大切です。
みんな大手企業を
チャンスが少ないなどのデメリットがある。逆に小さい企業の

大羽澤ひばり（20）

チャンスが多い場合があります。
会社

おおばさわ

入社のきっかけ
合同会社説明会で社
長の話を伺って、
ITもデ
ザインも根っこは同じな

志向しますが、大きいがゆえに意思疎通が悪かったり、

PROFILE
ひばり

岩手県滝沢村出身。岩手県立産業
技術短期大学校産業デザイン科卒
業後、
同社へ入社。
現在、
盛岡事務所
でウェブサイトのデザイン等を担当。

んだなと、興味を持った

仕事の内容

のがきっかけです。やり
たい仕事を任せてもら

当社が企画・運営を行って

える社風も魅力でした。

いる
「チャグまるしぇ滝沢」
のウェブデザインやコーデ
ィング等を担当。先輩の指
導を仰ぎながら、販売者の
ページデザインなどを手が

会社のPRポイント

けています。

ITをトータルサポートできる
同社が滝沢村で企画・運営を行っている
ネットショップ
「チャグまるしぇ滝沢」。

のが、
当社の最大の強み。
こ
の技術とノウハウを生かしな
がら、地域活性化や復興の
お手伝いなど、夢のある仕
事に携われるのが魅力だと
思います。

8:30

BUSINESS
TIME SCHEDULE

9:00

出社、清掃

社内メール等連絡事項確認

10:00

12:00

学生時代は、
自分の好きなことを伸ばし

13:00

業務

の強みにも、自信にもなりま
一度しかない武器。
就職活

昼食、郵便物確認

企業コンセプト

ITの力で人と情報を結び、岩手の活性化をサポート。

ITサービスを通して社会に貢献。
まだITという言葉さえ知る人が少なかった時

東京と岩手の2つの拠点を強みに。 岩手から新たな可能性を発信。
東京ではできないことを、地方で実現したい。

岩手に拠点を置くことで、新たな仕事が生ま

代に、業界に先駆けて一歩を踏み出した株式

そんな思いから同社では、2006年に岩手に

れ、人々とのネットワークが広がったという同社。

会社ぴーぷる。
その後、情報社会の進展ととも

進出。遠野市、滝沢村、大船渡市に事務所を

特に、ITと関わらずに暮らしてきた人々を、IT

に業務を拡大し、現在は、
ハードの販売からソフ

開設し、地域に根ざした事業を展開しています。

サービスでつなぐことで新たな化学反応を引き

トウェアの開発、
ネットワーク構築、
アウトソーシ

滝沢村と大船渡市では、農産物や魚介類の

起こしたいと、地域の可能性に期待を寄せて

ングなど、ITに関するトータルサポートのすべてを

ネット販売を通じて地域情報を発信。遠野市で

います。

幅広く手がけています。

は、
特産品のネッ
ト販売やパソコン環境のトラブル

ITをトータルサポートできる先進技術と、地域

対応、
テレビ電話などを利用したICT健康増進

の課題解決や暮らしのサポートから生まれた新

ネットワーク事業を手がけています。

たなノウハウ。
そして、小さい会社だからこその強

これらの事業に一貫しているのが、同社が理
念として掲げる“ITサービスを通じた社会貢献”。
企業や行政、地域コミュニティなどが抱える

東京では、
より付加価値の高いサービスを。

固なチームワークとフットワーク。“なんでもでき

様々な課題に対し、ITの力でサポートすることに

岩手では、行政や大学などと連携し、地域課題

る”強みと、東京・岩手に拠点を持つメリットを生

よって、社会や人々の暮らしに役立つことを

を解決するサービスを。
２つの拠点を持つ強みを

かしながら、社会に貢献できる仕事をもっと広げ

企業使命としています。

生かし、
事業の幅を広げています。

ていきたいと考えています。
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学生記者の企業リポート
仕事のやりがいは？

友人にサプライズをして喜ばせることが好きだという大羽澤

さん。お客様を喜ばせることができるこの仕事に携わること
ができて嬉しいとおっしゃっていました。学校でWebデザ
インについて学び、
それを活かせることも魅力の一つだそ
うです。何度も練り直しお客様の希望通りのものを作り
上げ、お客様が喜んでくれるとき、特に大きなやりがいが
感じられそうです。

職場の雰囲気は？

業務を経験している最中なので、先輩方が多くのことを
アドバイスしてくれるそうです。大羽澤さんが参加しない会議

雰囲気が感じられました。

精神で様々なモノを生み出してきた同社。震災後、大船渡
業務

市にも事業所を新設し、
さらに多岐にわた
る業務を行っています。スマートフォンや

16:00

タブレットなどが急速に普及し、幅広い

ゃらにぶつかってみてく
ださい。

18:30

年代がインターネットを使用する今、
この
日報作成、退社

分野の需要はさらに高まっていくと思います。
学生記者

Company DATA

●ITに関することなら なんでもできる トータル

東京に本社を置き、
ソフトウェア開発、
ネットワーク構

●東京では付加価値の高い仕事を、
岩手では

築、
アウトソーシングなど、ITに関する様々なサービスを
ワンストップで提供しています。岩手には３拠点を構え、
地域活性化のサポートを行っています。
事業内容
資 本 金
従業員数
平均年齢
設
立
売 上 高

中村真彩

企業の強み

株式会社ぴーぷる
www.people.co.jp

代表取締役
山﨑浩幸

人とのつながりを大切にしながら、
「なんでもやってみる」

動の時は不安もあると思
いますが、まずはがむし

得られないものが必ずあるはずです。

会社のこれからは？

14:00
15:00

に選ぶべきですし、辞めない努力を
するべき。
その時、
その会社でしか

のことも、後から役立つようにと丁寧に教えてくれるそうで

す。
「新卒」
という特権は人生に
新入社員の教育はOJT、先輩と一緒に仕事をしながら基本を学ぶ。

入るかで、
その後の人生が決まります。
だからこそ、
自分に合った会社を慎重

す。新しいスタッフを周りが一緒になって育てていこうという

ていくことが大事。それが自分
ITのことなら“なんでもできる”、
トータルサポート力が同社の強み。

選びは人生そのもの。
どの会社に

盛岡事業所では大羽澤さんは
「娘のような存在」。様々な

11:00

学生たちへひとこと！

方がチームワークが良く、活躍の

サポート力が武器。
大学や行政との共同研究が可能。
●アットホームな雰囲気の中で、やりがいを
持ってバリバリ働ける職場。

（専門・短大卒）
ITコンサルティング、
システム開発、
Webサイト 初 任 給 ［ 本 社 採 用 ］2,460,000円〜
最近の採用者数（30歳未満の若年雇用者）
2,640,000円〜
（大卒）
構築・運営、
ホスティング・ネットワークサポート、（ 年 棒 制 ）
22年度
［東北地区採用］1,680,000円〜
（専門・短大卒）
アウトソーシング等
名 23年度
名
1,800,000円〜
（大学院卒・大卒）
1,300万円
福 利 厚 生 各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生
58名
最近の離職者数（30歳未満の若年雇用者）
年金）、退職金制度、
自社所有の保養所（御
35歳
22年度
名 23年度
名
殿場）、会社取扱商品の社員割引など
1989年9月
（土、
日、祝日）、年末年始、有給
休 日・休 暇 完全週休２日
6億8,200万円
（初年度10日）
・慶弔休暇など
県内事業所 滝沢村、遠野市、大船渡市
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24年度

4名
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24年度

2名

［本社所在地］
〒110-0014 東京都台東区北上野2丁目18番4号UCJ上野ビル7階 ［TEL］03-3847-6481（代）

取材場所：盛岡事業所 〒020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子152-378 滝沢村IPUイノベーションセンター2階 ［TEL］
019-681-7481
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