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役職 氏名

本社 所在地

連絡先 TEL/FAX

担当者 MLアドレス

事業所等 所在地

連絡先 TEL/FAX

担当者 MLアドレス

設立年月日 資本金

売上

従業員数（内 技術者数）

系列・関連会社

自社製品・サービス

開発実績

主たる開発言語・環境

所属団体(役職)

認証資格

従業員資格

Microsoft Azure Fundamentals
PHP技術者認定試験上級
Ruby Association Certified Ruby Programmer Silver
情報処理技術者試験・ITサービスマネージャー
情報処理技術者試験・データベーススペシャリスト
情報処理技術者試験・システムアーキテクト
情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士
情報処理技術者試験・ネットワークスペシャリスト
Web検定[Webリテラシー]
LPI Level2 Exam 201 and 202 C
LPI Level1 Exam 101 and 102 D
XMLマスター・ベーシック
JP1認定エンジニア
Cisco Certified Network Associate
Tableau 認定資格：Desktop Certified Associate
Python3 エンジニア認定基礎試験
Python 3 エンジニア認定データ分析試験
Designing and Implementing a Data Science
Solution on Azure

情報処理技術者試験・基本情報技術者
情報処理技術者試験・応用情報技術者
データ分析実務スキル検定(CBAS) プ
ロジェクトマネージャー級
Tableau 認定資格：Desktop
Specialist
統計検定CBT方式
データサイエンス基礎
データサイエンティスト検定™ リテラ
シーレベル
JDLA Deep Learning for
GENERAL
統計検定CBT方式　データサイエン
ス発展
気象予報士
他多数

連結3,355名（2023年2月末現在)

公益社団法人　埼玉県情報サービス産業協会
 一般社団法人　神奈川県情報サービス産業協会
 特定非営利活動法人 日本Andoroidの会 賛助会員

Python / PHP / Java / C# / MySQL / Microsoft Azure / Linux

 ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）ISO27001：RB-IS15004
 QMS（品質マネジメントシステム）ISO9001:RB-Q15021
 マイクロソフト認定ゴールドパートナー
 シスコ社認定プレミアパートナー
 ヴイエムウェア株式会社認定VMware Solution Provider(Professional)
 シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社認定Citrix Solution
 Advisor(Silver)
 株式会社セールスフォース・ドットコム インプリメンテーション
 /OEMパートナー/販売協力店
 米国PMI認定R.E.P.（Registered Education Provider）　など

：株式会社セラクビジネスソリューションズ（100%子会社）
：株式会社セラクCCC（100%子会社）

（順不同、敬称略）
アイシン･インフォテックス株式会社
株式会社IDデータセンターマネジメント
株式会社i-NOS
旭情報サービス株式会社
アマゾンジャパン株式会社
アルパインマーケティング株式会社
株式会社イオン銀行
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
株式会社 インターネットイニシアティブ
株式会社 インフォメーション・ディベロプメン
ト
株式会社インプレス
株式会社 AIT
エスアンドアイ株式会社
SFIリーシング株式会社
株式会社SCSKシステムマネジメント
NECソリューションイノベータ株式会社
NECネクサソリューションズ株式会社
NECネッツエスアイ 株式会社
NSSLCサービス株式会社
NTTアドバンステクノロジ 株式会社
NTTコミュニケーションズ 株式会社
株式会社NTTデータ
株式会社 オークローンマーケティング
株式会社 小田急エージェンシー
株式会社 小田急百貨店
株式会社カインズ
株式会社カプコン
京セラコミュニケーションシステム 株式会社
株式会社 KDDIウェブコミュニケーションズ
KDDIエンジニアリング株式会社
国土交通省　関東地方整備局
コニカミノルタジャパン株式会社
株式会社 コムテック
CTCシステムマネジメント株式会社
CTCテクノロジー株式会社
株式会社 JALブランドコミュニケーション
株式会社ジェイ・スポーツ
シスコシステムズ 合同会社
女子美術大学
株式会社セールスフォース･ドットコム

株式会社ソニー・ミュージックソリューション
ズ
ソフトバンク株式会社
ダイキンエアテクノ株式会社
株式会社 タイトー
ダイトロン株式会社
株式会社 タカラトミー
TISシステムサービス 株式会社
帝京大学
帝京平成大学
株式会社 DTS

株式会社テレビ東京コミュニケーションズ
株式会社 電通テック
株式会社 電通パブリックリレーションズ
東映アニメーション 株式会社
東芝ITサービス 株式会社
東芝情報システム株式会社
独立行政法人 交通安全環境研究所
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
独立行政法人 放射線医学総合研究所
凸版印刷 株式会社
株式会社トヨタシステムズ
株式会社豊田自動織機ITソリューションズ
豊田通商システムズ株式会社
トランスコスモス 株式会社
日産自動車 株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社 日本経済広告社
日本コムシス株式会社
日本システムウエア 株式会社
日本電気 株式会社
ネットイヤーグループ　株式会社
ネットワンシステムズ株式会社
パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社
株式会社日立産機システム
株式会社日立システムズ
株式会社日立製作所
株式会社 日立ハイテクソリューションズ
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
富士ソフト株式会社
株式会社 富士通エフサス
富士通コミュニケーションサービス株式会社
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
株式会社 フロンテッジ
株式会社ホンダモーターサイクルジャパン
株式会社マイナビ
みずほ情報総研 株式会社
三菱総研DCS 株式会社
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

三菱ふそうトラック・バス 株式会社
株式会社 ヤクルト本社
ヤマハ株式会社
ユニアデックス株式会社
株式会社 読売広告社
楽天カード株式会社
株式会社ラック
株式会社りそな銀行
株式会社 WOWOW
他200社

主要取引先

みどりクラウド/ファームクラウド/農水産ソリューション

1987年12月1日 3億526万6,300円（2022年3月末現在）

17,859百万円　2022年8月期

代表者又は現地責任者

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア６F

〒699-1513 島根県仁多郡奥出雲町三沢501-1　古民家オフィスみらいと奥出雲

代表取締役 宮崎 龍己

03-3227-2321(代表) / 03-3227-2131

持田 宏平 info@midori-cloud.net

 03-6851-4831 / 03-6851-4832

飯石　崇 info@midori-cloud.net

当社は1987年に設立し、2022年4月

には東証プライム市場を果たし堅実

に歩みを進めている総合IT企業です。

我々みどりクラウド事業部では、奥

出雲に事業所を持っており、ITのち

からで、高付加価値かつ収益性の

高い農業を実現する「みどりクラウ

ド」や畜舎環境の遠隔モニタリング

により、管理精度を高める畜産業向

けIoTサービス「ファームクラウド」を

始めとした自社サービスの開発業務

や運用・保守サポート業務を行って

います。

それら自社サービスに関わる業務

や、データサイエンティストとして

データ分析業務を担当いただくエン

ジニアを募集しています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。
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