
平 成 3 0 年 度 　 会 社 案 内



お陰様で当社は平成 30 年 4 月 1 日をもちまして創立 31 周年を迎えることに
なりました。これもひとえに皆様方のご支援ご厚情の賜物と心より御礼申し
上げます。
IT 業界で経験した 31 年間を振り返ると、設立から 15 年間はシステム運用も
含めた技術系のシステム開発を中心とした活動を行ってきたことで、ユーザー
に寄り添ったシステム作りを自社の特徴として事業運営をしてくることがで
きました。その後登場したインターネット時代には、それまでのノウハウを
生かした Web アプリケーション開発へ移行したことで、グループウェア等の
自社製品の展開や製薬系などの特殊なシステム開発へと進出しつつ、さらに
ユーザーに寄り添ったシステム作りのノウハウを高めるためにデザイン制作
も積極的に取り組んでいます。
現在は、今まで培ってきた IT 全般の知識・経験をもとに企業様への良きアド
バイザーとしても認知されてきています。
創立 31 周年を迎え、次なる展開としてロボット産業・AI・IoT など次世代の
システムへの研究・挑戦を進め、新たな分野の事業を確立して技術の進化を
社会とつなぐ中心的役割を担う企業へと発展していく所存です。
今後とも宜しくお引き立ての程お願い申し上げます。

代表取締役 挨拶
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Company Introduction

プロフィール
1962 年青森県鰺ヶ沢町生まれ
中央大学理工学部土木工学科出身
システム設計者・IT コンサルタント
Eネットキャラバン講師
薬物乱用防止教育講師
応用情報技術者
情報セキュリティプレゼンター

主な所属団体
石巻フィルムコミッション（理事長）、
中小企業家同友会（支部長）、石巻市
倫理法人会（副会長）、石巻日和ライ
オンズクラブ（会長）、宮城県インター
ネットサービス協会（事務局）

主なセミナー実績
「IT ロードマップ」「IoT～IoE」「企業
ICT 化のすすめ」「最新 ICT トレンド」
「共有経済」「インターネット安心安
全講座」「社会人基礎力講座」「ファ
シリテーター」「企業コンプライアン
ス」「ロジカルシンキング」「業務用
メールセミナー」

加藤俊治
Shunji Kato

代表取締役社長
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経営理念
Management Philsophy

一 .　私たちは、常に創造と挑戦による先進技術を提供し、人々の豊かなライフスタイルに寄与します
一 .　私たちは、地域とともに育み、社会とともに発展していきます
一 .　私たちは「夢」と「希望」そして「笑顔」の溢れる職場をめざします

今までもそしてこれからも、この理念を大切に噛み締めながら社員一同前進していきます。

（顧客視点・全身全霊・職人気質）
Soul

Technology

魂

&
（先進性・創造力・総合力）

（喜び・楽しさ・発見）

（ハイクオリティ＆アフターフォロー）

（デベロップメント＆ホープ）

技術

Excitement 感動

Reassurance 安心

Dream 夢

全力で S・T・E＆R・Dを提供します。

一つ、常に将来性のあるテクノロジーに目を向け、活用の可能性を探る
二つ、常に創意工夫をもって、実現に向け挑戦する
三つ、技術・思考・知識・組織を駆使し、最善の結果を導く
四つ、社外を見る、世界を見る、自身の価値を高める行動する
五つ、日々己を磨き、限界値を引き上げ最高のパフォーマンスに挑戦する

一つ、お客様の要望と潜在ニーズの実現を価値として提供します。
　　　（製品提供の姿勢）
二つ、お客様との対等な関係の中で、信頼関係を構築します。
　　　（お客様との関係性）
三つ、相手の立場に立ち、双方に有益となる結果を導く取り組みをします。
　　　（仕事の有益性）
四つ、無理・無駄・ムラを無くし、最大限の効率化を目指し、利益確保に努めます。
　　　（効率化）
五つ、私たちは、社内においてお互いの立場を尊重し、良き仲間・良きライバルとしての関係を築きます。
　　　（競争意識）
六つ、私たちは、地域・社会の中で生きていることを自覚し、企業価値の向上に取り組みます。
　　　（企業価値）
七つ、私たちは、『自燃性の人』となり『愚直に、真面目に、地道に、誠実に』働きます。
　　　（働き方）

五大商品

五つの技術指針

七つの基本行動
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業務内容  システム開発

お客様のビジネスパートナーとして、お客様とのコミュニケーションを
大切にしながら丁寧なヒアリングを実施しシステム開発を進め、開発後
もきめの細かいメンテナンスサポートを行っております。ユーザーの視
点に立った使いやすい品質とサポートでご好評をいただいております。
弊社創業以来、元請け開発を中心に進め、お取引先企業の一員としてプ
ロジェクト管理も多数経験してきました。近年は、アジャイル開発手法
を取り入れたシステム開発に取り組み、より品質の高い製品をお客様に
提供しております。

医療開発実績
実験計画申請の管理から毒性実験などの実験過程の一連の流れをサポー
トします。汎用群分けシステム・毒性試験システム・実験動物部屋管理
システム・個体カルテシステム　他多数の実績がございます。

Web システム開発実績
トレーサビリティシステム・学内メール配信システム・就職課向け求人
システム　他多数の実績がございます。

システム開発

弊社ではクリエーターがクリエーターらしく働くことを重視しています。

１．生産性のためならば、経費をおしまない
貸与する PCは最低限ではなく、十分なスペックの PCを貸与します。
その他、希望があれば専用のオフィスチェアーや、パソコン周辺機器、備品なども
用意します。
気になる技術、知識分野のセミナーへの参加希望があれば、会社でセミナー費用を
負担します。( 業務の調整がつけられればいつでもセミナーに行って構いません ) 全てはクリエーターがクリエーターらしく働
くためです。

２．実力主義
弊社は年功序列ではなく、全ての社員に対して大小はあれど、裁量を与えています。これは個々のクリエーターが日々、創意工
夫を行い、クリエーターと
しての価値を高め、最低限の人数で最大限の効果を発揮する、無駄のないスリムな組織を目指しているからです。
また、メンバーが少数であることから、自身の働きが大きく業績に反映されやすいです。自身の給与も組織の業績も全ては自分
次第と言っていいでしょう。

ICT 産業は、進化も早ければ廃れも早く、変化を拒む企業・人は今後、時代に取り残されていくでしょう。弊社に決まった仕事
のやり方はありません。常に最良の選択を目指し、日々改善に努めていきます。
そんな弊社で働きたい方は是非、ハローワーク・もしくは学校求人等からどうぞ。

Staff ’s   Voice
ソリューション開発室

最高技術責任者からのメッセージ
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当社では、お客様のファンとしてヒアリングを繰り返すことでサイトの
目的やターゲット層など細部にわたった分析を行い、デザインだけでな
く構成・配置など理論重視の設計からサイト制作へと進めます。その結果、
ターゲット層は目的達成に向けた行動へと誘導されホームページの効果
を上げることができます。
公開後もお客様と一体となり、定期的にアクセス解析を基にした改善を
実施することで効果の継続向上へとつなげています。
近年、制作技術が多様化している中で、お客様により効果的なホームペー
ジを提供すべく常に最新技術動向に目を向け技術習得を進めております。

地元企業様ほか、NPO団体様・官公庁様など多数の制作実績がございます。

ホームページ制作

業務内容  ホームページ制作

最初の 1 年目は、初めてのことも多く、手探りの状態でただがむしゃらに仕事
をしたという印象です。思ったより早く多くの案件にかかわらせてもらったこ
とで不安な点やつまずくことも多々ありましたが、その分たくさんのことを経
験でき、自己成長できたので感謝しています。

自分自身まだまだだと思う気持ちとは反対に、新卒や中途入社の方に先輩とい
う立場で接することも多くなってきました。できるだけこまめに声をかけたり
雑談をしたりと職場の雰囲気づくりを心掛けています。普段からコミュニケーションをとっていないと本当に困ったときにいい
づらかったりするかな、というのもあるので何かあったときはいつでも力になってあげられるような先輩を目指したいです。

今後の課題としては自身の技術力の引き上げはもちろんですが、Web 以外のことにも目を向けていきたいと思っています。セミ
ナーや講習会を開催したり、地域のための交流の場を作ったりと誰かの生活を豊かにする手助けができたら嬉しいですね。
あとはお客様との関係構築にもっと力を入れ、信頼して制作を任せてもらえるようなデザイナーになりたいです。そうすれば制
作会社とお客様がひとつになっていいものを作り上げようという意識を持つことができ、お互いにとって満足度の高いものを作
れるのではと思います。

Staff ’s   Voice
デザイン製作室

なんでも相談できる雰囲気作りを目指しています
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SaaS/ASP 型サービス

クラウド時代でのお客様サービスとして、SaaS/ASP の自社開発製品
を提供しております。
長年提供している実績ある製品群ですので安心してお使いいただいて
おります。

・グループウェア   E- グル Pro
・メール配信システム（出欠管理 ) めーるNi ポン
・資金繰り管理   はやぶさ君
・イベント管理   e イベント
・会議録公開   

ICT コンサルティング

ICT の専門会社として幅広い知見で企業の効率化に向けた提案・アドバ
イスをさせていただいております。
単に設備費を投入することで効率が上がるわけではなく、クラウドサー
ビスが普及する中では、無償・有償含め多様化するサービス群の組み
合わせによって効率化が進められます。お客様の業務状況を把握した
上で、対費用効果の高いアドバイスを実施させていただきます。また
企業の ICT 化を社員の負担を軽減するための適切な導入時期・導入方
法などを指導させていただいております。
その他、社員の ICT スキルアップのための研修会や人材育成のための
取り組みの実施、IT 導入支援事業者・情報セキュリティプレゼンター
としても意欲的に活動しています。

システム開発の経験を活かし、スマートフォンで使用するアプリケー
ションの開発を行っております。今までもこれからも、ユーザー視点
からの開発を進めることで利便性の高い製品を提供していきます。
スマートフォン市場だけでなく、日々急速に進化・発展しているロボッ
トの普及を見据えたアプリ開発も積極的に実施していきます。

アプリ開発

業務内容  S a a S / A S P 型サービス・人材育成・アプリ開発
Business Outline ｜ SaaS/ASP・Manpower Training・iPhone App
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会社概要

商号   メディアテック株式会社

取締役   加藤 清衛（代表取締役会長 )
   加藤 俊治（代表取締役社長）

所在地

　本社   〒986-0032　 宮城県石巻市開成１番地 20
   TEL:0225-93-2111

　仙台事務所  〒980-0004 宮城県仙台市青葉区小松島 4-20-25-106
   TEL:022-200-2677

　青森事務所  〒030-0862　　 青森県青森市古川 1-10-2-105 号
   TEL:017-723-7135

　東京事務所  〒165-0032 東京都中野区鷺宮 6-15-11
   

FAX　　　　　　　　　　022-774-2139（代表）

資本金   8 千万円

売上高   141,421 千円 ( 平成 30 年 3月 )

従業員数  15 名（男 11 名 , 女 4 名）　平成 30 年 4月現在

資格   応用情報技術者 3 名　基本情報技術者 5 名 ( 平成 30 年 4月現在 )

事業内容  インターネット開発関連事業（IT-Web 事業）
   医療開発事業システム開発
   情報システム開発事業

取引銀行  株式会社 七十七銀行 石巻支店

沿革   昭和 62 年  4 月 本社設立（東京都世田谷区）
   平成  2 年  4 月 青森事務設立
   平成   5 年   ６月 本社移転（青森市古川）
   平成 11 年　8 月 大場システム技研株式会社より社名変更
   平成 13 年 10月 石巻事務所新設
   平成 13 年 11月 本社移転（宮城県石巻市）
      青森事務所設立
   平成 14 年   ７月１日 本社社屋完成
   平成 27 年 10月 1日 仙台事務所新設

ホームページ  http://www.media-tek.co.jp

E-mail   webmaster@media-tek.co.jp

所属団体  石巻商工会議所
   宮城県情報サービス産業協会
   石巻市倫理法人会
   宮城県中小企業家同友会 石巻支部・青森支部
   石巻フィルムコミッション
   宮城県インターネットサービス協会
   宮城県高度情報推進協議会

Company Overview



平成 30 年度新卒者採用について

業務内容  電子計算ソフトの開発・販売
   ホームページ制作・運営

職種   プログラマ

給与   平成 31 年３月卒業予定（諸手当含む）
   162,300～172,300 円
   ※試用期間（3ヶ月）　一律 150,000 円

諸手当   通勤は別途、実費支給

賞与   年 2 回（7月・12 月）支給
   会社の実績により決算賞与あり

昇給   年 1 回（4月）

勤務地   石巻（本社）　青森　仙台　東京

勤務時間  9:00～17:00（1 日の所定労働時間 7時間）

休日   第 1、3、5土曜日・日曜日・祝祭日

休暇   有給休暇・年末年始（5日）、夏期休暇（2日）、慶弔休暇　

採用情報
Recruit
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