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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 二瓶 康子

【商号】 株式会社ワイズ・システム

【代表取締役】 二瓶 康子

【創立年月日】 2016年04月11日

【資本金】 １０００万円

【所在地】 ■本社
〒104-0032 東京都中央区新川1丁目2-8

第五山京ビル 1001
TEL: 03-6280-3143 FAX:03-3555-6336

■いしかわラボ
〒923-1211
石川県能美市旭台2丁目１ いしかわサイエンスパークオフィス



 2016年 4月 東京都中央区八丁堀に設立

 2016年10月 労働者派遣事業所認定取得
派13-306883

 2016年11月 有料職業紹介事業者認定取得
13-ユ-308103

 2017年11月 プライバシーマーク事業者認定
第21001394（01）号

 2018年 5月 石川県能美市いしかわラボ開設

 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）の委託開発受託

 2018年11月 開発ラボ開設

 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共同研究
「IoTエリアネットワークの通信技術についての共同研究」

 2021年5月 東京都中央区新川に移転

沿革

所属団体

 一般社団法人 情報通信技術委員会（TTC）スマートIoT推進フォーラム
 ICT研究開発機能連携推進会議（HIRP）



事業内容

wise engineer

IoT Service

Career 
consulting

Engineering 
service

 エンジニアリングサービス

 IoTサービス開発

 キャリアコンサルティング

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。



Engineering Service

Senior Engineer

Middle Engineer

Junior Engineer

・システム開発エンジニア
・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
・インフラ設計・構築
・エンジニア育成 ・PM

≪テクニカルスキル≫
・Java ・Oracle Bronz・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 ・Java Silver,LPIC, 
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

キャリアコンサルティング

●主な取引先

ミライト株式会社
アイコムシステック株式会社
日テレITプロデュース株式会社
ジュニパーネットワークス株式会社
TISソリューションリンク株式会社



システム開発

自社製品サービス

開発プロジェクト

システム受託開発

業務

IoTサービス研究

開発事業

リモートによる開

発プロジェクト参

画

お客様先常駐によ

る開発プロジェク

ト参画

【コロナ禍以前】
お客様先に常駐し、プロジェクト
に参画する要員

【コロナ禍～今後】
お客様先でのプロジェクト参画＋
リモートワークでのプロジェクト
参画

【ニューノーマル時代にむけて】
－ハイブリッドでの開発体制－

弊社では、4月以降、お客様のニーズにお応え
し、リモート（自宅・自社）環境を整え、現
場に行けない場合において、業務が継続でき
る体制を整えています。

今後は、お客様先への常駐型と、リモート型
での業務継続のハイブリッドができる体制が
重要になってきます。
ワイズ・システムは、それぞれのエンジニア
への教育とフォロー体制により、いち早く、
状況の変化に対応しています。



エンジニア比率



IoTサービス（ソリューション）

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のご提案

アプリケーション

WiFi AP
IoTデバイス・センサ

イーサネット

非イーサネット
・BLE

・LoRa

・HD-PLC

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



IoT共通基盤技術の確立・実証（PRISM追加課題）

実施研究機関： 富士通、ＳＭＫ、北陸先端大、ＫＤＤＩ、ワイズ・システム、ＮＥＣ
研究開発期間： 平成３０年度

施設内に設置したIoTセンサ(右)と
無線通信装置(上)

1台で6種のセンサ（CO2濃度、温度、
湿度、気圧、照度、UV照度）を無線
接続。5年間無給電で動作可能

○研究開発目標
IoT共通基盤により農業分野におけるデジタルツインを実現し、農業（農水省）・センシング（文科省）・通信（総務省）・AI（経
産省）の技術者が同じ基盤上での連携を可能にする（異分野連携）。
最終的な目標は、AIを活用した栽培や労務管理の最適化する施設園芸の実現。

○社会実装（4か所6施設）
6種類のセンサを合計1,056台設置。ゲート
ウェイ経由でセンサデータをクラウドに収集。
また、遠隔から全てのIoTデバイス、ネット
ワーク監視。

○開発したゲートウェイとセンサ
施設の規模に応じてゲートウェイを1～3台設
置。センサは、LoRa、BLE、Wi-Fiのいずれ
かで接続し、1分間隔でデータ収集。

IoTデバイス

通信
制御

電源
制御

ｾｷｭﾘﾃｨ
制御

運用エージェント

ゲートウェイ

運用管理/自律運用

WoT基盤

インタフェース共通化

クラウドPF

運用管理/自律運用

WoT基盤

インタフェース共通化

中継機能

中継機能

コアネットワーク

IP化

ｴｰｼﾞｪﾝﾄ

連携
ｴｰｼﾞｪﾝﾄ

連携

エリアネットワーク

匂いセンサ
植物診断装置

フィジカル栽培空間

ウエアラブル
センサ

生体 労務

環境センサ
制御装置

生体情報

環境情報

労務情報

大規模施設園芸

耐故障性に優れ、
現場の負担を大幅軽減

生体データ
環境データ
労務データ

運用管理情報
運用管理情報を分析し、
障害を自律的に回避・復旧

IoT共通基盤

環境
運用管理情報

BIGDATA
サイバー栽培空間

AIの分析結果を
フィジカル空間に適用

インフラの貧弱な環境下でも
必要な農業データを収集

デ・リーフデ北上（石巻市）ベルファーム（菊川市）

農研機構（つくば市）豊橋科学技術大学（豊橋市）

○主な開発成果
・IoT共通基盤を複数の仮想マシンで動作さ
せ、ネットワークも含めて事前に検証可能な
大規模シミュレータの開発

・バッテリ給電、バッテリレス方式のデバイ
ス共通基盤を、無線LAN、LoRa、BLEの3方
式で実現。共通基盤は通信モジュールとして
も実現し、通信モジュールを組込むだけで
HTIP対応可能

・HTIP OSS化と対応したL2スイッチ、APを
製品ベースで開発し、実証環境に設置

・NFVやスライスを監視・制御可能な大規模
な広域ネットワーク疑似環境を実現し、ゲー
トウェイ運用情報から広域ネットワークの最
適化技術を開発

・LoRaWANのトラフィック制御と広域ネッ
トワーク運用機能と連携するゲートウェイを
開発

フィジカル栽培空間（施設園芸）に
設置されるセンサ・環境制御装置は
、サイバー栽培空間ではデジタル化
され、AIを活用して最適な栽培環境
・労務環境等の条件を導き出す。IoT
共通基盤は、この農業サイバーフィ
ジカルをシームレスに支える。



ゲートウェイ

L2Switch

WiFi AP

照度センサ 湿度センサ 温度センサ

農場

農場内に点在するセンサーで計測した
データをリアルタイムで把握

事例と実績



Product Service

 ネットワーク・コンサルティング

メーカー各社

お客様

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



 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

PoE GigaHUB

製品の使用イメージ

Product Sales



 取扱い製品紹介 – ① 産業用 7+3G ギガビット 管理用 イーサネット スイッチ

DFB-6110/6110W

 Specification

- 7 x 10/100Base-TX ポート 3 x ギガビットRJ-45/SFP コンボ・ポ-ト

- SFPポートは、長距離光ファイバの品質を監視するDDMを備えた100/1,000Mbpsのファイ
バをサポートしています。

- 32Gbpsノン・ブロッキング・バックプレーン 8k MACアドレステーブルネットワーク冗長化
はIEEE802.1s MSTP,RSTPおよびHoneyRingネットワーク管理は、256VLAN、
PrivateVLAN、QinQ、GVRP、QoS、IGMP Snooping V1/V2/V3、Rate Control、Port 
Trunking、LACP、 Online Multi-Port Mirroringによります。

- 自動トポロジーの視覚化と効果的なグループ管理のために、LLDPとBearcomms NMSソフト
ウェアをサポートします。

- リモート管理用にConsole CLI、web、SNMP V1/V2c/V3、RMON、HTTPS、SSHをサポ
ートします。

- 高度なせキュリティ機能として、IPセキュリティ、Portセキュリティ、DHCPサーバ、IPと
MACバインド、IEEE802.1x ネットワークアクセス制御をサポートします。

- イベントの通知は、E-メール、SNMPトラップ、Syslog、デジタル入力、リレー出力にて行い
ます。

- 2つの+10.5V 〜 +60V 電源入力系統装備

- P31対応、アルミニウム堅牢筐体

- 動作温度範囲 -25℃～+70℃（DFB-6110）

- 動作温度範囲 -40℃～+75℃（DFB-6110w）

Product Sales



 取扱い製品紹介 - ② カスタムボード EKAM

EKAMボード

仕様

Intel SOC搭載小型SOHO

サーバー開発向け

MiniITXマザーボード

Product Sales



Career consulting
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

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。

 ジョブカードの作成支援。

資格保持者

【キャリア・コンサルタント：二瓶 康子】
国家資格キャリアコンサルタント
2級キャリアコンサルティング技能士

【カウンセラー：湊 信也】
公認心理士



Career consulting
●キャリアコンサルティングの流れ

•興味・適正・能力等の明確化

•職業経験の棚卸し

•労働市場、企業等に関する情報提供

•職務に求められる能力、キャリア√などの理解

①自己理解

②仕事理解

③啓発的経験

•ライフキャリアプラン（職業生活設計）の作成

•中長期的目標および短期的目標の設定

•能力開発・教育訓練等に関する情報提供

今後の職業生活設計・目標

の明確化に係る

④意思決定

•方策の実行（活動）状況を把握しつつ必要に応じ

てサポートをする

職業選択・求職活動・能力

開発等の

⑤方策の実行

•異動、昇進、就職、転職・・・

※前向きでやりがいをもって仕事に取りくむため

の一歩を踏み出すことを目標に

⑥仕事への適応

キャリア形成



キャリアコンサルティングの活用・効果

 社員がスキルアップを目指しているが効果的な方法が提
示できない

 社員の仕事に対する意識を高めたい

 社員の目指すキャリアを明確にする機会を作りたい

 社員の仕事に対するモチベーションが落ちている・・・

資料出所：厚生労働省「平成29年度能力開発基本調査」

キャリアコンサルティングの有効性
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アクセス

■住所
東京都中央区新川1-2-8
第五山京ビル1001

■地下鉄線ご利用
地下鉄 日比谷線/東西線
茅場町駅4B出口より
徒歩３分


