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会社概要

企業名 株式会社イーグリッド
資本金 40,000,000円
従業員数 37名（2019年9月現在）
代表者 代表取締役 小村淳浩
設立 2010年11月

事業領域
ソフトウェア開発事業
Webサービス企画・開発事業
Webマーケティング事業
クラウドサービス運営

認定

有資格者

本社：島根県出雲市江田町40-1
東京：東京都品川区西五反田8-1-2第2平森ビル4階
ソフトウェア開発センター：島根県出雲市上塩冶町2664番地3 
マルエフガーデン2F

本社：0853-20-2820
東京：03-6417-0418

https://www.e-grid.co.jp

種別 資格名称 延べ人数

コンサルタント 技術士
（情報工学部門） 1名

- 気象予報士 1名

情報処理技術者 データベース
スペシャリスト 1名

情報処理技術者 情報セキュリティ
スペシャリスト 2名

情報処理技術者 応用情報技術者 4名

情報処理技術者 基本情報技術者 7名

ベンダー
Ruby Association 

Certified Ruby 
Programmer Silver

7名

ベンダー Oracle Master silver 1名

  

VISION

IT×Xによって社会により良い影響を与え続ける会社になる。

MISSION

進化し続け、IT×Xによりお客様の課題を解決し、ビジネスを成功に導くことでお客様と社員の未来を創る。

本社



部門（Div.）紹介
イノベーション開発Div.

（ソフトウェア開発センター）
空間情報Div.システム開発Div.

ソリューション開発Div. インターネット戦略Div.
人事総務Div.

 Ruby on Rail案件

 Pharmaco-PICOS

 ETC関連案件

 ニアショア開発
- Ruby on Rails
- React,Vue.js

 テレマティクス案件
 公共案件
 GIS
 センサ連携
 GRLOCO

 CRM案件

 GRMarketing

 RPA案件

 Web制作

 ネット広告

 MA運営
採用PJ

情報セキュリティ管理PJ



CRM/Marketing/location自社サービス

クラウド型顧客管理プラットフォーム スマートフォンで現地撮影した写真と位置情報を
セットで送信・管理可能なサービス

薬理学実習シミュレーションソフト
（島根大学医学部との共同研究）

RPA

RPAを活用した業務効率化

RPA導入効果
・反復操作の負荷を低減
・他の業務への集中
・ミスの抑制
・業務の高速化



ラボ型ニアショア開発
システム・ソフトウェア開発、運用保守などを、首都圏より人件費の安い島根県の開発力を活用して提供致します。

一般に言われる、オフショア開発とは異なり同じ言語で開発・コミュニケーションをとることができる上に、
ITに全県で力を入れている島根県のリソースを活用することができます。
ラボ型ニアショア開発拠点として、特定のお客様専属で優秀なエンジニアを確保します。

システム名 使用言語 使用ツール
人材マッチングシステム PHP・MYSQL  Sympony

Chatwork/Slack/HipChat
/Skype/Redmine 等

在庫管理システム PHP・MYSQL CakePHP
スマートフォンアプリ開発 Java・Android
商品検索サイト開発 Ruby on Rails
顧客管理システム Ruby on Rails

ニアショア開発実績

出雲ニアショア
開発拠点

対応言語 要員数 フレームワーク DBMS

Java 8名 FuelPHP
Symfony2
CakePHP2/3
Laravel
Rails
Struts2

MySQL
PostgreSQL
OraclePHP 10名

Ruby 22名
javascript 10名
C 4名
Objective-C 2名
swift 2名

本社 ソフトウェア開発センター



Webサイト制作／Webマーケティング
■GRanalyticsによるアクセス分析

Facebook広告運用

■ヒートマップ分析・A/Bテスト・EFOによるサイト改善

■オウンドメディア構築
ターゲット設定・ペルソナ分析

■クロス集計・分類
CRMを活用した顧客との関係醸成

アフィリエイト広告運用

■マーケティングオートメーション



Webサイト制作実績（抜粋） Webサイト制作実績累計：250件以上



業種 施策内容
専門クリニック SEO施策・アフィリエイト広告運用代行・リスティング広告運用代行
歯科医院 SEO施策・リスティング広告運用代行
化粧品販売 SEO対策・リスティング広告運用代行
エステサロン SEO施策・リスティング広告運用代行
家具製造 Facebook広告運用代行・リスティング広告運用代行
ネイルサロン SEO施策・Facebook広告運用代行
ブライダル SEO施策・Facebook広告運用支援･コンサルティング・オウンドメディア構築
地方自治体 採用UIターン向けリスティング広告・Facebook広告運用・チャットボット運用
ワイン製造・販売 SEO施策・Facebook広告運用代行
社会保険労務士事務所 SEO施策・リスティング広告運用代行
住宅設備機械販売・施工企業 リスティング広告運用代行
建築会社 リスティング広告運用代行
税理士事務所 SEO施策
電機メーカー SEO施策
工事・施工会社 SEO施策
採用マッチングサイト SEO施策
美容サロン Facebook広告運用支援･コンサルティング
アパレル Facebook広告運用支援･コンサルティング
公益財団法人 KPI設定・Webコンサルティング
地方自治体 マーケティングオートメーション・リスティング広告運用・アクセス分析
物販（葬祭） SEO対策

Webマーケティング実績



ソフトウェア受託開発実績一覧（抜粋）
システム名 使用言語 スコープ

カーテレマティクス（車両位置情報）システム PHP・MYSQL
MongoDB

設計〜実装・テスト・保守

自動車整備会社様向け作業ライン管理システム PHP・MYSQL
CakePHP 設計〜実装・テスト・保守

病院向け予約・顧客管理システム PHP・MYSQL
CakePHP 設計〜実装・テスト・保守

日報・予算管理システム Ruby on rails・MYSQL 設計〜実装・テスト・保守

商社向け製品管理システム開発 PHP・MYSQL
FuelPHP 設計〜実装・テスト・保守

タイヤ販売会社向け在庫管理システム開発 AccessVBA 設計〜実装・テスト・保守
スーパー向け発注管理システム開発 Ruby on rails・MYSQL 要件定義・設計
自治体向けGISシステム開発業務 C#・SQLServer 設計〜実装・テスト

Webアクセスデータ分析システム開発業務 PHP・MYSQL
FuelPHP 設計〜実装・テスト

Webマーケティングオートメーションシステム開発業務 PHP・MYSQL
FuelPHP 設計〜実装・テスト

企業向けCRM・営業管理システム開発業務 PHP・MYSQL
FuelPHP 設計〜実装・テスト

自治体向け公共インフラ維持管理システム開発業務 PHP・MYSQL
CakePHP 設計〜実装・テスト

企業向け業務システム開発 PHP・MYSQL 設計〜実装・テスト
顧客管理・セミナー管理・請求・書籍管理システム開発 Ruby on Rails 設計〜実装・テスト
タクシー会社向け売上管理システム開発 PHP・MYSQL 設計〜実装・テスト

保険代理店サイトWebアプリケーション開発 PHP
MYSQL+Javascript 設計〜実装・テスト

採用マッチングサイトWebアプリケーション開発
PHP

MYSQL+Javascript
FuelPHP

設計〜実装・テスト

河川氾濫シミュレーションWebアプリケーション開発 html+Javascript 設計〜実装・テスト
位置情報・写真連動スマホアプリ開発（iOS,Android） JAVA,ObjectiveC 設計〜実装・テスト
飲食店紹介スマホアプリ開発（Android） JAVA 設計〜実装・テスト
Windowsタブレットアプリケーション開発
（公共向け日報生成システム） VB 設計〜実装・テス

http://www.e-grid.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%83%85%E5%A0%B1/2015/07/560
http://www.e-grid.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%83%85%E5%A0%B1/2015/12/702


Clients
株式会社アミューズ、株式会社キューブ
西日本高速道路ファシリティーズ株式会社
沖電気工業株式会社、日鉄ソリューションズ株式会社
株式会社アールユニット、株式会社 CMC Solutions
AGCプライブリコ株式会社
株式会社交通総合研究所、日本工営株式会社
セコム山陰株式会社
株式会社しちだ・教育研究所
ミリオン株式会社
行政システム株式会社
島根大学、島根県
国土交通省、安来市、雲南市
島根県観光協会、島根県物産協会
株式会社島根富士通
株式会社出雲東郷電機
株式会社島根ワイナリー
しまねソフト開発研究センター（ITOC）
ディオッサ出雲
一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
一般社団法人日本高齢者生活住環境整備機構

他

取引先（抜粋）



現在、IT先進県としてRuby on Railsを推進しておいる島根県においては、県内IT企業に対し
独自の事業立ち上げに関する場（開発センタ）と知（大学研究室・研究所連携）の提供を図っています。
※Ruby開発者：島根県在住まつもとゆきひろ氏

また、県内IT企業の連携も進み、IT技術者も順調に増加しています。
これにより、我々は品質・スピードを重視したソフトウェア開発体制の確保を図っており、近年では、
大手企業様システム開発案件を島根県内でニアショア開発する事例も増えてきています。

•高度Rubyエンジニア育成/UI・UXIT人材育成支援

•小中学生に「Ruby」を学ぶ教室を開催し若年世代からの底上げ中高生Ruby教室

•高度IT人材の誘致と地元IT人材のスキル向上OSSコミュニティ支援

•先端的基盤的研究開発を先導しその成果の県内IT企業への技術移転ソフトウェア系IT研究開発支援

•地域IT企業と専門学校の連携による企画授業、IT人材塾等の開催地域IT人材育成強化支援

出雲ニアショア開発拠点の特徴

株式会社イーグリッドニアショアソフトウェア開発センター
（2019年9月〜運営開始）

・収容人員：60名
・セキュリティ管理：インターネットVPN/監視カメラ/IC入退管理

島根県内IT企業

協力体制
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