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会社概要
昨今の労働市場の変動により、エンジニアの働き方も多様化しております。イ
ンフラエンジニアをはじめ、IT関連のエンジニアが大きく不足する今、
私たちは、エンプロイヤビリティの高いエンジニアを育成することが急務であ
ると考えます。エンジニア教育に力を入れることにより、テクニカルスキルは
もちろんのこと、生きる力を持ったエンジニア集団を作りたいと思います。

代表取締役 大西 隆

【商号】 株式会社ワイズ・システム

【代表取締役】 大西 隆

【創立年月日】 2016年04月11日

【資本金】 1,000万円

【所在地】 ■本社
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4丁目10-1 甲東ビル 601

TEL: 03-6280-3143
FAX:03-3555-6336

【所属団体】 スマートIoT推進フォーラム
ICT研究開発機能連携推進会



沿革

 2016年4月11日 東京都中央区八丁堀に設立

 2016年10月1日 労働者派遣事業者認定取得

派１３－３０６８８３

 2016年11月1日 有料職業紹介事業認定取得

１３ーユー３０８１０３

 2017年11月13日 プライバシーマーク事業者認定

第２１００１３９４（０１）号

 2018年10月 内閣府IoT共通基盤技術の確立・実証
（総務省 PRISM追加課題）の委託開発を受託

 2018年5月 石川県能美市いしかわラボ開設

 2018年11月 東京都中央区八丁堀に開発ラボを開設

（自社内での開発スペースと研修スペース）

 2019年4月～ 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学との

IoTエリアネットワークの通信技術についての

共同研究開始
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事業内容

wise engineer

Education 
for Engineer

Career 
consulting

Engineering 
service

 エンジニアリングサービス事業

 キャリアコンサルティング事業

 プロダクト事業

３本の事業の柱で、お客様のあらゆ
る要望にお応えできる会社を目指す
とともに、質の高いエンジニアを育
てます。
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Senior Engineer

Middle Engineer

Junior Engineer

・インフラエンジニア
・ネットワークエンジニア
・サーバエンジニア

≪テクニカルスキル≫
・コンサルティング
・ネットワーク設計・構築・保守運用
・インフラ設計・構築
・エンジニア育成
・PM

≪テクニカルスキル≫
・ネットワーク基礎知識
・ルータ、スイッチ基礎
・サーバ構築補助
・アクティブディレクトリの設定
・LPIC１,CCNA など

≪テクニカルスキル≫
・ネットワーク構築
・サーバ構築
・ジュニアエンジニア育成
・LPIC２,CCNP,ITIL 同等

エンジニアへの教育
・テクニカル
・コミュニケーション

エンジニアへ
キャリアコンサルティング

エンジニアリングサービス事業
お客様の目線に立って、サービスの提供できるエンジニアサービスをご提供します
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Senior Engineer

Middle Engineer

Junior Engineer

≪テクニカルスキル≫
・システム開発全体の管理
・予算、納期、品質、人員の管理
・エンジニア育成
・プロジェクトマネージャー等の資格保有

≪テクニカルスキル≫
・プログラミング
・単体テスト
・詳細設計
・結合テスト
・基本情報技術者等の資格保有

≪テクニカルスキル≫
・要件定義
・基本設計
・進捗管理
・応用情報技術者等の資格保有
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エンジニアリングサービス事業
お客様の目線に立って、サービスの提供できるエンジニアサービスをご提供します



クライアント

企業・学校
キャリア・

コンサルタント

 企業・一般向：クライアント自身や就業環境での問
題点解決の支援。働きがい、生きがいを持ってお仕
事ができるように支援をしていきます。

 メンタルヘルスなどの問題に対応できるネットワー
クを持ち、あらゆる方面から支援をしていきます。

 学校向：小学校での職業選択に関する興味づけの支
援。中学、高校での働くことの意味の理解、大学で
の就職活動の支援。そして各年齢に必要なキャリア
教育支援をしていきます。

キャリアコンサルティング事業
企業・学校・クライアントが元気に楽しく仕事ができるような環境づくりの支援をしていきます
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 ネットワーク・コンサルティング

 セキュリティ・コンサルティング イメージ

メーカー
各社

御社意思決定部署

協力及び情報収集

ネットワーク分離
・イメージ

PR活動・市場分析による提案 ・現状分析 問題点把握

・市場の評価と問題点・改善案

＞将来的展望

＞現状資源の活用

＞セキュリティ・イメージ

業務依頼・情報収集取材 協力

弊社コンサル
ティング部隊

ベストソリューションの提案

プロダクト事業
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 コンサルティング機能

 現状分析作業

 製品ライン取材と日本市場への適用性調査

 現場ニーズの把握（調査）

 日本メーカー各社への営業戦略立案

 中長期計画に沿ったプラン提案

 提出プランの評価・・・日本メーカーの意図の把握

 将来的展望と市場的価値、体制の評価

 市場分析レポート作成

 セキュリティ・ポリシー

 改善案の作成

 基本ポリシー

 全体のプロジェクト管理

 御社社内へのオリエンテーション

 プロジェクト（同時並行にて）の進捗管理

プロダクト事業 – プロダクトサービス
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 販売機能

 製品の販売

 お客様ニーズに沿った製品の調達・販売

 お客様ニーズに応えてカスタム対応の代行

プロダクト事業 – プロダクトセールス

PoE GigaHUB 製品の使用イメージ 10



ゲートウェイ

L2Switch

【受信】
・データ収集
・データ解析

【送信】
・再起動
・通信状態確認

接続構成
情報を収
集し保存
する

多種多様な伝送路媒体で接続されたIoTのネットワークにおいてもデ
ータ収集可能な『ホームネットワーク接続構成特定プロトコル』を利
用したソリューション。農場での実証実験も実施

アプリケーション

WiFi
AP IoTデバイス・センサ

イーサネット

Relay
(中継器) IoTデバイス・センサ

NW機器、デバイス、センサの
接続構成情報の受信

NW機器、デバイス、セン
サに対する命令の送信

ホームNW接続構成プロトコル内容

端末 接続Port MAC

L2A 3 11:11:11:11:11:11

L2A 4 33:33:33:33:33:33

L2B 2 55:55:55:55:55:55

L2B 5 77:77:77:77:77:77

L2C 1 22:22:22:22:22:22

L2C 6 44:44:44:44:44:44

…

デバイス・セ
ンサーの情報
を収集し保存
する

アプリケーションからの命令を送信する

マネージャ

非イーサネット
・BLE
・LoRa
・HD-PLC

 提案実績
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プロダクト事業 – IoTソリューション
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■地下鉄線ご利用

地下鉄 日比谷線
八丁堀駅下車
AI出口から上がり
八丁堀駅前交差点から
徒歩 1分

アクセス


