
IoT 業務用 スマホ 管理運営 DB構築 Web クラウド

郵便番号
住所
電話 ＦＡＸ

担当者 E-mail
郵便番号

住所
電話 ＦＡＸ

担当者 E-mail

資本⾦
男︓ 81名 ⼥︓ 62名 計︓ 143名 間接︓
★ 本社 事務所

OS:
開発︓
その他︓

4名 7名
4名 2名
2名 1名
5名 1名
2名

カブシキガイシャ　ライトカフェ

株式会社ライトカフェ
「IT環境における様々な課題を解決するお客様の良きパートナーでありたい」
株式会社ライトカフェではITインフラの構築やフロントエンド＆バックオフィスのアプリケーション開発、先端技術開発などを手掛けてい
ます。
お客様に寄り添い、IT環境における課題解決に向けて的確な解決策を提案しております。
近年では様々な理由で地元に戻りたい社員の為にサテライトオフィスの設置を進め、2019年10⽉には第1弾として⻘森事務所を開
設しました。当事務所ではITインフラの構築・運用保守やAIアノテーション業務などの幅広い業務を⾏っています。
UIターン希望者や地元未経験者・シルバー世代への幅広い雇用創出、また未経験者教育カリキュラムや技術研修でのIT人材育成
を通じて地域活性化に貢献したいと考えています。
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QRコード

代表者 榊原　喜成

本社
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-19-13 J-6ビル3階
03-5766-7676 03-5766-7678
人事部　山本 saiyo_tanto@lightcafe.co.jp

事務所
〒031-0031
⻘森県⼋⼾市⼤字番町9-5 協栄⼋⼾番町ビル2階
0178-38-9444
⻘森事務所　所⻑　川井

URL https://www.lightcafe.co.jp/
創⽴年⽉⽇ 平成12年5⽉25⽇ 16950千円
従業員数

java,python,bash,php 他
AWS,GCP,on-premises

問い合わせ先

系列・関連会社

株式会社ビーンズラボ
株式会社ライトカフェクリエイション
株式会社レガートシップ
株式会社Filot
株式会社ライトカフェスタジオ

主要取引先･実績

株式会社リクルートホールディング　　株式会社リクルートテクノロジーズ
株式会社リクルートライフスタイル　　株式会社リクルートマーケティングパートナーズ
株式会社リクルートマキャリア　　　　　株式会社リクルート住まいカンパニー
株式会社リクルートドクターズキャリア
スターツ出版　株式会社
株式会社 PKSHA Technology
株式会社 ロイヤリティ マーケティング

主要製品・事業

（1）エンジニアリングサービスの提供
（2）ICTソリューションサービスの提供
（3）ICTシステムのコンサルティング・設計・開発・運用
（4）WebデザインからAIまで幅広いスキルを用いたトータルソリューションサービスの提供

対応可能言語
Linux,Unix,Windows

  Oracle Certified Java Programmer　Bronze
  oracle database シルバー

  JSTQB　FL(Foundation Level)

主要資格

  oracle database ブロンズ
OJC　P
LPIC

  Oracle Certified Java Programmer　Silver ⾼度情報処理　ITパスポート
  Oracle Certified Java Programmer　Gold



業務用 DB構築 その他

郵便番号
住所
電話 ＦＡＸ

担当者 E-mail
郵便番号

住所
電話 ＦＡＸ

担当者 E-mail

資本⾦
男︓ 1名 ⼥︓ 計︓ 1名 間接︓
★ 本社 事務所

OS:
開発︓
その他︓

ラビットソフトカイハツ

ラビットソフト開発
Win-Winで適正なシステム開発を提供

⽣産ラインソフト・業務用管理ソフト・Webシステム・組み込み用ソフトなど構築しております。
⼀連のシステムでは、DBを含めた業務的な知識。測定器の制御も含めた制御的な知識。マイコンのソフト・回路も含めた組み込み
的な知識。
ソフト規模に合わせた量の知識など各種カバーする知識が必要となり、PCに限らず⻑年の実績から最適なアプローチを探し、構築し
ていきます。
また、適正なシステム開発のためには、お客様の協⼒も必要で、すり合わせながら進めていきます。

代表者 久保　誠矢

本社
036-0314

QRコード

⻘森県⿊⽯市道北町21
0172-53-3318 0172-26-8299
久保　誠矢 masayak@rabbitsoft.info

事務所

URL http://www.rabbitsoft.info
創⽴年⽉⽇ 平成17年10⽉13⽇
従業員数

問い合わせ先

系列・関連会社 無し

主要取引先･実績 ミツミ電機、⻘森ディディーケイ

C#, PHP(Webシステム）, データベース, OpenＣＶ

主要製品・事業

　システムは各種接続方法(GPIB、シリアル、USBなど)、計測方法、計測データの保存など組み合わせ
て構築可能です。また、⼀連の作業をDBを使い自動化すると、最低限の操作で各種工程のデータをまと
め効率化することが可能です。
　業務管理システム、組み込み向けシステム、⽣産ラインライン向けシステム、Webシステムなど構築経験
があり、組み合わせたシステム構築も可能で、画像処理も⾏った経験がございます。
　グラフは、システム構築における費用と難易度の関係で、理想を目指しWin-Winを目指しております。

対応可能言語
Windows, Linux

主要資格



その他

郵便番号
住所
電話 ＦＡＸ

担当者 E-mail
郵便番号

住所
電話 ＦＡＸ

担当者 E-mail

資本⾦
男︓ ⼥︓ 1名 計︓ 1名 間接︓
★ 本社 事務所

OS:
開発︓
その他︓

1名 1名

リバースコンサルティング

リバースコンサルティング株式会社
データサイエンスの⼒で、ビジネスの成⻑と可能性を追求したい

リバースコンサルティングは、北東北で初の統計＆データ分析に特化した教育・コンサルティング事業を⾏っています。
統計学の知識とデータ分析の実務経験に基づいた、ビジネスに役⽴つ、仕事に活かせる統計＆データ分析をモットーとしています。
R、SAS、SPSS、Excel統計、Tableau等、様々な解析用言語・ソフトウェアにご対応出来ることも強みです。
データ利活用のためのコンサルティング、分析代⾏・レポーティング、研修・各種トレーニング等、ニーズに応じたサービスプランを設計・
ご提案いたします。

代表者 成田　裕美

本社
033-0041

QRコード

⻘森県三沢市⼤町2-4-7　2F
0176-66-7172 0176-66-7172
成田　裕美 info@rebirth-consul.com

事務所

URL http://www.rebirth-consul.com
創⽴年⽉⽇ 平成31年4⽉1⽇
従業員数

問い合わせ先

系列・関連会社

主要取引先･実績

R, SAS, SPSS, Excel, Tableau

専門統計調査士 SAS認定プロフェッショナルビジネスア
ナリスト

主要製品・事業

1．データ利活用コンサルティング
データから現状把握〜課題と原因の特定〜解決策⽴案〜効果検証のプロセスをお⼿伝いします。
2．データ分析代⾏・レポーティング
お⼿元にあるデータからご要望に対して、当⽅で分析を代⾏し、結果を報告書にまとめます。
3．研修・各種トレーニング
統計の知識や実践的なデータ分析の⼿法など、目的に合ったプログラムをカスタマイズし、レクチャー致し
ます。

対応可能言語

主要資格



業務用 クラウド

郵便番号
住所
電話 ＦＡＸ

担当者 E-mail
郵便番号

住所
電話 ＦＡＸ

担当者 E-mail

資本⾦
男︓ 47名 ⼥︓ 80名 計︓ 127名 間接︓
★ 本社 事務所

OS:
開発︓
その他︓

リンクステーション

株式会社リンクステーション
⻘森から世界へ展開するIT企業を目指し、積極的な事業展開を⾏っています。

リンクステーションの⽅針は、「ひとりひとりを⼤事にし、意⾒を聞く会社であること」、
「ひとりひとりがお互いを尊重し認め合う仲間であること」です。
これらの⽅針が、私たちに働きがい・生きがいといった人生の豊かさを与え、ここで働くことを「何よりも一番の幸せ」だと思わせてくれる
のです。
こうした環境の中で、私たちの思考が働いてイノベーションを引き起こし、新たなサービスとなって世の中の恵みとなります。それは結果
的に、私たちに経済的な安定をもたらします。
お客様を一番に考え世の中を幸せにするためには、まずは私たちが、私たち⾃⾝の幸せを感じることが⼤切です。
リンクステーションは、私たちの幸せと、世の中の幸せを創り出す「ツール」です。
そのツールを使って、⾃分の為に、未来の世の中の為に働いていくこと。
それが、リンクステーションの存在意義です。

代表者 ⼤嶋　憲通

本社
030-0947

QRコード

⻘森県⻘森市浜館2丁目11
017-718-5770 017-718-5771

info@linkst.jp

事務所

主要取引先･実績

株式会社セブン-イレブン･ジャパン、
株式会社セブンドリーム･ドットコム、
株式会社ホリプロ、
⼤宮アルディージャ、
ぴあ株式会社　など

URL http://www.linkst.jp/
創⽴年⽉⽇ 平成15年5⽉1⽇ 70,000千円
従業員数

問い合わせ先

系列・関連会社 Link Station Taiwan、株式会社一番・リンクタクシー

主要製品・事業

⾃社パッケージソフトウェア「ASP型チケット管理システム『Gettii』」の開発・保守・運用。
⽇本全国の3,200団体以上に利用していただき、⻘森から全国に展開するビジネスとして、⾼いシェアを
誇っています。
・⻘森県ポータルサイト（ポみっと︕）の運営
・ファンクラブ運営事業
・イベント公演情報登録業務代⾏
・チケット配送業務代⾏

対応可能言語

主要資格


