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エスキュービズムでは、働くことを登山にたとえています。
そして、キャリアとは誰かに与えられたものではなく、自ら責任を負い、
仕事をしたプロセスであると考えています。

多様な事業があり、多様なポジションがある我が社では、
どの山に登るか、どの道を上がるか、それは自由です。

すべての社員が自らの意思で挑む山を選び、
自らの足で頂上を目指して、一歩一歩、前へ進み続けています。

自分が選んだ山を、自分で選んだルートで登りきる、
そんな覚悟をもった方をお待ちしています。

エスキュービズムに興味を持ってくれた皆さまへ

Work is Climbing
自らが選んだルートで、

すでに登頂をはじめている、

エスキュービズム社員を

ご紹介します。

世の中や顧客の課題を明らかにし、自社が持つ技術によって
解決していく「産業リノベーションカンパニー」を目指していま
す。そのために創業当時から、21世紀における社会の課題解
決に必要不可欠と考えられる「ハードウェア」「ソフトウェア」
「デジタル」「リアル」の4つの領域において、新しい技術を取り
入れながら自社独自の技術を高め、新たな価値を創造してい
る課題発想の技術者集団です。

株式会社エスキュービズム
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プロフェッショナル

細田 謙二
Kenj i　Hosoda

開発は、ひとと社会のために。

2008年新卒入社。オールラウンド

に開発ができるゼネラリスト。最

も得意とする分野は、データマイ

ニング、データ解析技術を活かし

たWebプログラムの開発。

東京大学大学院卒

リードプログラマー

お客様から教わった、
開発の極意。

入社後、すぐにOrangeシリーズのメインプログラ
マーとして開発に携わる。その中には、ゼロから
全てを開発したフルスクラッチのプロジェクトも
あるという。「営業を介さずにクライアントと直接
やり取りもするプロジェクトでした。お客様からダ
イレクトでフィードバックが返ってきたので、非常
に得るものが多く、刺激的な毎日を送っていたこ
とを思い出します」
その後、製品開発に異動する。「クライアント案件
で経験したことが今の開発にとても活きていま
す。世の中に必要とされるもの、課題を解決でき
るものをつくることが重要だと身をもって感じて
います。また、将来的にも使えること、クライアン
トも社内担当も運用が楽に回せること、競合他
社に模倣されにくいこと、そういった心遣いを意
識した開発も心がけられるようになりました」

Orangeシリーズを
ネクストステージへ。

現在は、既存商品の旧アーキテクチャから新アー
キテクチャへの移行も行っているという。「特に
機能単位でそれぞれ自律的に開発ができるよ
う、マイクロサービス化を進めています。Orange
シリーズも製品規模が大きくなり、随分と複雑に
なったと感じています。製品の成熟度的にも、こ
の辺で一度システムを複数のサービスの集合体
として構成しなおして、シンプルで軽量な手段で
連携できるようになったほうが良いと思うように
なりました。これにより、変化に強いシステムをつ
くることができるので、Orangeシリーズも次のス
テージに行けるのではないかと考えています」

こんな仲間と働きたい。

「我々エンジニアは、一筋縄では解けないバグ、
技術トレンドの急激な変化、多様な競合の台頭、

エンジニアのオアシスを求めて。

今では大手企業への導入も当たり前になったエス
キュービズムの看板製品Orangeシリーズ。その
育ての親であり、本シリーズの新機能の開発や技
術基盤の構築を牽引する細田。
東京大学大学院のとき、教授を介して社長の薮
崎と出会い、その屈託のない人柄に惹かれエス
キュービズムへの入社を決めた。
「確かに薮崎の人柄に惹かれたことが決め手で
す。また、大学院での研究をやめて民間で働くに
あたり、最新の技術を活かして、社会問題や経営
課題を解決できるシステムを開発できる企業で
働きたいと思っていました。
加えて、開発に没頭できるエンジニアのオアシス
のような環境を求めていました。 エスキュービズ
ムはその両方を提供してくれると感じたことも要
因です」

イノベーションのジレンマ等々、本当に多くの問題
に直面します。バグなら、どんなバグでも根気強く
切り分けしていけば結局なんとかなります。技術
トレンドは常に追いかけるとともに、その中で本質
的な変化を捉えて動くことが大切だと思います。
競合対策は棲み分けと継続的な開発が重要で、イ
ノベーションのジレンマは長期的な洞察とリスク
を引き受けての行動が必要だと思います。
これはすべて僕が導き出した答えのひとつです。こ
のような多くの問題に対して、楽しく議論できる仲
間が欲しいです」
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プロフェッショナル

ミッションは、出会いの最大化。

竹井 慎平
Shimpei　Takei

大手広告代理店を経て、2016年

エスキュービズムに入社。コーポ

レートコミュニケーション部で企

業ブランディング、広報、企画に

携わる。

京都大学卒

パブリシスト

して、イベントや商品開発と職種の垣根を超えて、
常に仕掛ける仕事に取り組み続けている。「僕に
とって、広報やマーケティング、営業といった職種
は意味を持ちません。自分が仕掛けたいと思った
ことを実現するためなら何でもやります」

コミュニケーションの
プロフェッショナルへ

竹井は大学卒業後に大手広告代理店に就職。関
西で５年、東京で１年、広告をはじめとした企業の
コミュニケーション活動に携わった。
「大阪では、ロート製薬やひらかたパーク、医療用
医薬品企業などをクライアントとして、飛び込み営
業から戦略プランニング、クリエイティブ、プロモー
ションなど幅広く行っていました。東京では、三菱
自動車への広告営業としてPHEV車のブランド構
築と年間広告、関西～東京までの地区施策の提

本当の意味での
課題解決がしたい。

提案型ビジネスに従事する毎日の中、受託の立場
での提案はどうしても与えられた課題に対して、刹
那的な解決で終わってしまうことが多く、本当の意
味で課題を解決できていないのではないかという
葛藤を抱く。やがて、クライアント側に身を置き、
企業が抱える様々な課題に向き合っていきたいと
強く思うようになり転職を決意、エスキュービズム
に入社した。
「おもしろそう！と思えるかを重要な点として、“変
な会社”と感じる企業を中心に受けていました。そ
のなかでもエスキュービズムは、ECサイトやPOSシ
ステム、家電の製造販売、かき氷マシンの販売、中
小企業支援と多岐に渡り事業を展開している、“一
言で企業紹介ができない”感じに惹かれ、入社を決
めました」

ニュースをつくり、
出会いをつくる。

企業ブランディング、広報、企画に携わるコーポ
レートコミュニケーション部では、TV番組を一番の
情報源に、新聞や雑誌、ウェブ、スマホアプリなど
に掲載される情報をタイムリーに幅広く把握してお
くことが求められる。それは、企画の立案やプレス
リリースを作成するにあたり、“その効果を最大化
するためには、どのようなワードを今入れるべきな
のか、それぞれの媒体はどんな特性を持ち、どんな
テーマが情報として価値があり、どんなファクトと
して打ち出せば掲載の確度が上がるのか”を想定し
ておく必要があるからだ。「ただメディアに取材して
もらえるように折衝するのではなく、何をどのよう
に露出していくべきかという戦略・戦術を踏まえた
上で、ネタの収集・加工、そしてそもそものネタ（企
画）作りまでを行っています」

企業の情報発信に休止期間があってはならないと
竹井は言う。そのため、発信するネタ作りの一環と

案・実施、ラジオ・交通広告などの媒体担当など幅
広く担っていました」 
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大橋 秀光
Hidemitsu　Ohashi

I Tコンサルタントとしてキャリア

をスタート。大手SI動画配信ベン

チャーを経て、エスキュービズム

に入社。

慶応義塾大学卒
UCLA Professional School 卒
(MBA取得)

ITコンサル視点で、企業を仕組化する。

ITコンサルタント

某I T企業のECサイトリニューアルプロジェクトに
プロジェクトマネージャーとして参加、エスキュー

他社では経験できない、
豊かなキャリアパス。

仕組みづくりで、
急成長する企業を支える。

昨年あたりからは自社ITコンサルティングのよう
な仕事が増えたという。「近頃は、急激に人が増
え、会社も変わっていくスピードが早いなかで、常
にITシステムの導入やワークフローの設計と作成
といった、いわゆる“仕組み“をつくる仕事が増え
ています」
現在のミッションは、ロジスティクス＆サポート部
の物流のコントロールとITシステムの導入だ。
「ロジスティクス＆サポート部は人数が多く、担当
する業務もシステム開発のサポートから家電の出
荷まで多岐に渡ります。事業拡大のスピードが早
いので仕組みや体制構築の難しさはある一方で、

ITスキルとビジネス視点を
活かせるフィールドを求めて

インターネットセキュリティ企業のITコンサルタント
としてキャリアをスタートさせた大橋。その後、大
手SIを経てMBA取得のためにUCLA Professional 
Schoolに留学する。
帰国後、携帯電話への動画配信をするサービス
会社で開発マネージャーとして働いた後、ITスキ
ルと留学で身につけたビジネス視点を活かせる
フィールドを求めてエスキュービズムに入社。「当
時、エスキュービズムで大規模な開発案件があ
り、その担当プロジェクトマネージャー（PM）とし
て、私にオファーを出してくれたと聞いています。
驚異的な成長スピードに惹かれてエスキュービズ
ムへの転職を決めました」

ビズムでのキャリアをスタートさせた。「今では
パートナーとしてお付き合いのある企業さんの案
件でした。広く名の知れた企業の案件ということも
あり、本プロジェクトの成功は、事例としても大き
な意味を持っていました。今日、有名企業から多数
お声がけをいただけているのは、この企業さんの
事例がきっかけのひとつになっていると思います」

続いて、新規事業開発を経て、ネットショップ事業
を担当。楽天、Amazon、Yahoo、eBay等など多くの
サイトで出品や運営に携わった。「当時は、売上が
ぐんぐん伸びていく一方で、出荷量の増加や、各サ
イトの操作方法の違いによる運営コストの増加、
対応時間などの増加が問題になっていました。そ
れらの問題は、出荷管理システムの導入や徹底的
なツール化により、スタッフを増やすことなく、業
務効率を上げることで乗り切ることができまし
た。ここでは自身のエンジニアとしてのバックグラ
ウンドが役に立ったと思います」
それから、今日に至るまでに実に豊かなキャリア

エラー数等で成果が見えるので達成感も大きい
です」チームリーダーとしてメンバーの指導やサ
ポートも行う。「短期的には、ロジスティクス＆サ
ポート部の組織づくりをしっかり進め、各部門と
スムーズに連携できることを目指します。 長期的
には、現在取り組んでいる組織づくりを通して、
マネージメント力やリーダーシップを向上させた
いと考えています」

パスを歩んでいる。「その後、新規事業開発、事業
運営、管理部門でのIPO準備など、多岐に渡って
業務を経験しました。他社では経験できないキャ
リアパスではないでしょうか。おかげで、事業知
識やスキルの幅は大きく広がったと感じます」
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働くママも、第一線で活躍できる。

巻 千鶴
Chizuru　Maki

2010年新卒入社。営業、マーケ

ティング、ネットショップ運営を経

て、総務部に。総務部であらゆる

バックオフィス業務を経験し、現

在は管理部でIPO準備に従事。

早稲田大学卒

経営企画

やりきった人間には、
必ず成長がついてくる。

今から6年前の2010年、企業がまだ小さく、社長
の薮崎をはじめとした役員と同じデスクで顔を
会わせて仕事をしていた創業期のエスキュービズ
ムに新卒として入社した。1年目に人材紹介事業
の中の新規プロジェクト『会社のカタログ』編集
メンバーに抜擢。最終的には編集長として企画・
構成・コンテンツ作成から入稿までのすべてを任
せられるまでになった。 現在は、IPO準備に携わる。

メディア編集の後、Webサービスの企画・運営、IT
事業のマーケティング、経営企画、人事などを経
て、経理、法務、財務といったバックオフィス畑で
キャリアを積み、現在はIPO準備の実務に携わ
る。「エスキュービズムは現在、IPOに向けて準備
中です。成功させるためには、事業部での数字作
りに関する経験と、法務、労務、経理、会計、財務、
そのすべての知識が求められていると感じてい
ます。加えて、IPOに関する知識も当然求められて
います。わからないことや知らないことは、書籍

「自分だけが新卒で、他のプロジェクトメンバーは
全員中途の経験者というチーム構成でした。雑誌
制作の経験がなかったため苦難の連続でした。
未知の領域をビジネスとして成立させていく本プ
ロジェクトを通じて、仕事の優先順位のつけ方や
チームメンバーへの仕事の依頼の仕方や社内外
の調整、そして、“やりきる”ための心構えが身につ
いたと感じています」

やネットで調べたり、弁護士さんや会計士さんな
どに聞いたりして、日々の業務を推進しています。
常に新しい課題が出てきて、それをクリアするこ
とで自分と会社の成長を実感できることにやりが
いを感じています」

“今日の仕事”を見極めて、
子供と過ごす時間を創出。

「2016年2月1日からしばらくの間、産前・産後休業
を取りました。1年くらいのお休みを取得する方が
多いかもしれませんが、私は、残してきた仕事に
少しでも早く取り掛かりたいという思いが強く
あったので、同年5月末で休業を切り上げて、職場
に復帰しました。私の家庭は幸いなことに主人も
産前・産後休業をしっかりと取れるところで働い
ていたので、入れ替わりで主人に休業を取っても
らいました」

わずか4カ月という短期間で職場に復帰した巻だ
が、出産と子育てを経験したことで働き方に対す

る価値観が変わったという。「以前は、帰宅時間
も気にせず、成果を求めてとにかく働き続けてい
ました。でも、子供を授かってからは、やはり子供
と過ごす時間を1時間でも長く作りたいため、そ
の日に取り組む仕事について精査するようになり
ました。やらなくてはならない仕事のなかで、今
日絶対に取り組むべき仕事と取り組まなくても大
丈夫な仕事に分け、定時終業までの8時間を効率
的に使うことに務めています」

巻のように創成期からエスキュービズムを支える
人間は、企業にとって欠かせない存在だ。
そんな彼らのためにエスキュービズムでは、産休
育休制度のほか、配偶者や子供の誕生日に合わ
せて休暇が取れるバースデー休暇や、有給休暇
の他に5日間の休暇が連続で取れるオレンジ休
暇を設けている。「企業の成長に合わせて福利厚
生が充実してきたことは嬉しいですね。世の中に
ある制度を取り入れるのはもちろん、必要と思う
制度をオリジナルで作ってもいるので今後も楽
しみです」
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大工 峻平
Shumpei　Daiku

2011年新卒入社。Orangeタブ

レットシリーズの営業、クライア

ントサポート、納品に従事。現在

はプロジェクトマネージャーとし

て、Manufacturing部に所属。

明治大学卒

プロジェクトマネージャー

成功のカギは、顧客想像力。

現在はPMとしてシステム開発案件に携わるが、
過去にエスキュービズムの看板製品のひとつで
あるOrangeシリーズの営業、同製品のクライアン
トサポート、同じく同製品の納品業務に携わって

入社５年で4つのポジション。
そのスピード感に満足。

醍醐味は、
経験の蓄積が実感できること。

企業選びのポイントは、
自身を急成長できるかどうか。

友人に誘われた就活イベントがきっかけでエス
キュービズムに入社した。「実は１つの会社に長く
いるつもりはなく、早い段階でいろんな経験がで
き、それが自分の力として吸収できることを一番
大事にして企業選びをしていました。でも、エス
キュービズムにいると新たな経験が次々とできて
しまうので、もうかれこれ5年もいますね」

PMに異動後、要件定義、設計、開発、テスト、納
品、プロジェクトの全てを把握する業務に携わる
ようになる。「プロジェクト全体の把握を求められ
るPMは、知らないということが許されないポジ
ションです。今でもわからないことがあれば、す
ぐに調べます。それも自分の知識として吸収でき
たと思うまで何度でも調べます。分からないこと
を任されたときには不安にもなりますが、決して
逃げずに１つずつ向き合い、なんとか乗り越えて
います。『知らないこと』がいつのまにか『やった
ことがあること』になっているという感覚はこの
仕事の醍醐味ではないでしょうか」
エンジニアあがりのPMではない大工は、営業か
らPMになるために必要なことが4つあるという。
「自身の経験を踏まえて思うことですが、自社の
製品についての知識を徹底的に備えること、自分

きた。特に納品業務に携わった際には、短期間で
40～50件という多くの案件を納品したという。
「納品業務は、その名前とは裏腹にとても大変な
仕事でした。案件のプロセスでいうとお客様に製
品を渡す区切り感の強い仕事のため、どのように
納めることがベストなのか、その都度細心の注
意を払う必要がありました。
納品業務に正解があるとすれば、それはお客様
の中にあるため、お客様の店舗に通い詰めた
り、先輩社員やエンジニア社員に相談したりし
ながら、お客様に合った理想の納品を探ってい
ました」

営業、クライアントサポート、納品とおそらく他社
では経験できないスピードでキャリアを歩んでき
たことを大工はこう振り返る。「異なる4つのポジ
ションを任せられたことを鑑みると、早い段階で
色んな経験がしたいという就活時のビジョンが
実現できているので満足しています」

でシステムを使ってみる・動かしてみること、お客
様の業務についての知識も徹底的に得ること、そ
して、お客様の業務内容をヒアリングして自分の
中でイメージすること。これが営業あがりのPMに
とって重要ではないかと感じています」
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谷内 隼斗
Hayato　Taniuchi

2013年新卒入社。プログラマーと

して案件に携わる傍ら、エス

キュービズムのオリジナル教育

制度Orangeアカデミーの講師を

務める。

06
プロフェッショナル

プログラマー

法政大学卒

く伝えたいことがあるという。「私たちプログラ
マーの仕事の先には必ずお客様が存在します。
だから、プログラミングの知識をただ身につけて
もらうだけでなく、何かしらの課題を抱えたお客
様のためにプログラミングを行っているというこ
とを意識してほしいのです」
講師業務に加えて、自身も案件業務に携わるプ
レーヤーとしての二足の草鞋を履く多忙な谷内
だが、受講を終了した社員へのフォローは忘れな
い。「やはり皆の活躍が気になります。積極的に
声をかけ、困っていることがあれば相談に乗りた
いと思っています。未経験者は、変な知識や癖が
ないため、成長スピードの速さにいつも驚かされ
ます。わずか半年でエスキュービズムの案件に
次々とジョインしていく姿を見ると、とても誇らし
い気持ちになります」

歩むべくして歩みはじめた、
プログラマーへの道。

新卒でエスキュービズムに入社した谷内。大学
時代は、情報科学部でPCの歴史からソフトウェ
ア、アルゴリズム、プログラミングに至るまで幅
広く学んでいた。特に在学中の選択講義で、
Androidのアプリ制作に挑戦。自分で作った携
帯アプリを自分の携帯に入れて遊んでいたとい
う。当然、エンジニアの道を志し、エスキュービ
ズムに入社する。

お客様を想像できる、
プログラマーになってほしい。

入社後は、プログラマーはもちろん、プロジェクト
リーダー、プロジェクトマネージャーとして、Win-
dowsアプリ(Orange Gift)の開発、iOSアプリの開
発、EC-OrangePOSのAndroid版のプロトタイプ開
発、EC-Orange Mallのプロダクトオーナーといった多
くのポジションを経験する。

現在は、その経験を買われ、未経験者をエンジニア
へと育成する研修制度『オレンジアカデミー』の講
師も務める。オレンジアカデミーの研修期間は半
年。エスキュービズムの社員として採用されたプロ
グラミング未経験者を一人前のエンジニアに育成
する教育制度だ。座学では、谷内自身の知識や経
験、それにエスキュービズムが独自に持つ技術や
仕事のルールを伝える。実際のプロジェクトにも参

加させ、知識やルールを経験に落とし込む。

このカリキュラムを通して、谷内は技術の他に強

一緒に働きたい人物像

自分でしっかり考えて行動できる人と働きたいで
す。そして、課題が存在した際も、諦めないで1歩1

未経験者からエンジニアを育てます。
歩、課題の解決に向けて挑戦し続けられる人。今
の1歩の挑戦が上手く行かなければ、早く次の1歩
に挑戦できる人。スピードを落とさずに考えて行
動し、ストイックに挑戦し続けて、「この人なら大
丈夫」と皆から信頼されるくらい、仕事における
成果にこだわる人がいいですね。そんな人達が
集まってチームを組んで高いレベルを目指し続け
る環境を作っていきたいです。
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07
プロフェッショナル

久米　諒
Makoto　Kume

2013年新卒入社。iOSアプリ、

Windows8ストアアプリ、サーバ

アプリの開発を得意とするプロ

グラマー。現在は、IoT製品の開発

にもエンジニアとして携わる。

電気通信大学大学院卒

プログラマー

IoTという全く新しい領域にも挑戦。
入社後すぐに標準EC-Orangeの改修を担当。
EC-Orangeにあるバグや細かい改善点を改修し
ていた。「それまでWebのプログラミングをやっ
たことがなかったので、新しいことを覚えるのが
大変でしたが、プログラミング自体は大学時代に
学んでいたので、その知識は活かせました」そし
て、入社半年後には、標準POSとOES(ハンディ)の
開発を担当。OESのiPhoneおよびiPod Touch版
への移植、POSとOESの新規機能の開発に従事し
た。「ベースになる製品の開発だったので、技術力
の高いエンジニアと一緒に仕事ができて色々学べ
たのが良かったです」
さらにそれから約１年、大規模なEC-Orange POS
のカスタマイズ案件を担当する。「案件開発をす
るのも初めてで、また開発範囲がかなり大規模
だったので、ひたすら開発を行っていました」

ひたすら開発に
取り組んだ日々。

ロボット作りの経験に
支えられたIoT製品の開発。

モノづくりを一生の
仕事にしたかった。

多くのキャリアを歩むことが多いエスキュービズ
ム社員のなかで、久米はスペシャリストを目指し日々
プログラミング技術を磨く、生粋のエンジニアだ。
「大学時代はずっとシステムについて学んでいま
した。学部では、道路交通シミュレーターの研
究、大学院では、プログラミングにおけるUIの研究
をしていました。企業へのこだわりは特になく、自
分の手でモノを作る仕事を軸に、プログラマーが
活躍していて技術力がありそうな企業、プログラ
マーを大切にしていそうな企業を探していました」

最近では、 IoT事業に参画。駐車場検索管理シス
テム『eCoPA(エコパ)』やホテル向けスマートロッ
クシステム『スマートホテルキー』、IoTを活用した
サービス『スマートピックアップ』の開発に携わっ
ている。「IoT製品は、全体的に学生時代に所属し
ていたロボットサークルで得た電子工作・マイコン
プログラミングの知識が役に立っています。
そもそも技術的に可能かどうかもわからない、完
成形のシステムの形もわからないところからのス
タートで、何をどうすれば良いのか全くわかりま
せんでした。とにかく、チームでまずは何を作る
かを決め、それをひたすら作って、実証実験を繰
り返し、徐々に製品としての形を作っていきまし
た。具体的には、eCoPAは製品試作と技術検証的
な部分の開発に携わりました。実際に駐車場にカ
メラを設置し、画像認識結果をサーバに送信する

一連のシステムを施策し、実証実験を行いまし
た。スマートホテルキーでは、はんだ付けをして回
路から作り、スマホとドアの鍵とが連動する試作
品を作成しました。スマートピックアップでは、開
発のほぼ全てを担当しました。ロッカーをコント
ロールするユニットのプログラム開発、およびそ
れと連携するサーバプログラムの作成を行いま
した。どれもが新しい挑戦ばかりだったのでとて
も良い経験になりました」
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New face
2016_

木を見て森を見るような、
多面的な仕事が楽しい。

知ることで世界は広がり、
できることが増えた。

今後の目標や夢について

僕は、福利厚生や研修の充実よりも、実践の
場を早くから掴めるような場所を求めていま
した。ゼミで情報技術の研究をしていたため、
純粋に情報技術への興味・関心が高く、それ
に触れられる会社を探していました。会社選び
の軸として「IT系」「裁量がある」を設定してい
たため、殆どの企業が当てはまりました（笑）。
しかし、様々な企業と会ううちに、Webサービ
ス1本のみの企業だと技術的・資本的に「でき
ること」が制限されると気づいたので、途中か
らは「ある程度資本的余裕がある」「マーケッ
ト内でなにか大きなシェアがある（=成功の知
見がある）」を判断の基準として追加しまし
た。
エスキュービズムは、若手に裁量がありそう、
小売業界でのシステム構築に優位性を持って
いる、Web技術・ハードウェア技術の両方を

決め手は、
若手への裁量と成長性。

大変だったことは、入社2週間くらいで入った
ECサイト性能改善プロジェクトです。会議で
は、全く聞いたことが無いインフラの用語が飛
び交い、そのキャッチアップに大変苦労しまし
た。一つ一つわからない単語をメモして、あと
で調べたり休日に図書館やカフェで技術本を
読んだり実際にコードを書きながら理解して
いきました。

いまのポジションでの短期的目標として、プロ
ジェクトを一人で責任持って回し始めたいと
思っています。たぶんスピード感的に2017年4月

“考えない日がない”そんな毎日が楽しい。

入社後から今日まで、システム開発案件のプロ
ジェクトに関わる仕事に就いています。
要件定義、設計、開発、テスト、納品という流れ
で進んでいきますが、この全てに関わっていま
す。やりがいは、お客様が業務をする上で、本
当に何が必要なのかを考え、システムレベル
までブレークダウンさせて、実現する粒度ま
で落とし込んでいくところです。
また、お客様とシステム要件について詰めてい
く顧客折衝的な部分、社内で課題に対してボ
トルネック（何が原因でバグが出ているか？）
を見つけ出して手を打っていくSE的な部分、プ
ロジェクト全体を動かしていくために何が必
要かを洗い出して整理していくマネージメント

東口 和輝
Kazuk i  Higashiguchi

2016年新卒入社。学生時代は、ミク

ロ・マクロ・数理経済といった経済学

とWeb技術・ネットワーク等の情報

技術について学ぶ。現在は、プロジェ

クトマネージャー補佐として、Client 

partner部に所属。

同志社大学卒

プロジェクトマネージャー

くらいにはそうなっている必要があるのだろう
なと感じています。その先は、これまではECを
メインに携わっていますが、POSやIoTについて
の技術的知見を深めていきたいと思っていま
す。同時にWeb技術の深いところについても知
見を貯めて、レベルの高いプロフェッショナル
な方とチームが組めるレベルまで自分を引き上
げていきたいです。

扱っている、上場を視野に入れている成長企業
と、設定した条件に合致したため選びました。

的な部分と、多面的に仕事ができることもやり
がいとして感じています。
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New face
2016_

学びながら前進して、
半年で約100件を納品。

私は、アメリカと日本と両方の大学で、アメリ
カ文学を専攻していました。大学院に行くこと
を考えていたくらい、アメリカ文学に魅せられ
ていました。卒業論文は2度とも、John Stein-
beckについて研究し、約20枚を英文で書き上
げました。書くことも好きだったので、将来は
出版社に行って文学に関わった仕事やライ
ターとしての仕事がしたいと思っていました。
エスキュービズムを知ったきっかけは、丸善
ジュンク堂とエスキュービズムの合同インターン
に参加したときです。
書店業務を理解することを目的に参加したイ
ンターンでしたが、エスキュービズムの自社で
持つソフトウェアやハードウェアを用いて企業
の課題解決に貢献しているビジネスに興味を
持ち、出版業界ではなく、エスキュービズムへ
の入社を決めました。

出版業界志望から、
ベンチャー企業へ。

現在は、あかもんというCMSパッケージの納品
と、そのあかもんを導入された既存顧客への営
業に従事しています。納品と営業どちらの仕事
をする上でも、顧客満足度の獲得を大切にして
います。それを測るにあたり、お客様の抱えて
いる課題を解決できていれば満足度も得られ
ている確率が高いと仮定し、その視点を常に持
ちながら、購入後のサポートや既存のお客様の
新たな課題へのソリューション提案に臨んでい
ます。お客様が100人いたら100通りの課題があ
るので、大変だと感じることもも多いですが同

顧客満足＝課題の解決

お客様の笑顔のためにベストを尽くす。

宮田 麻由
Mayu　Miyada

2016年新卒。アメリカと日本と両

方の大学で、アメリカ文学を専

攻。エスキュービズムと丸善ジュ

ンク堂合同のインターンに参加

後に入社。

駒沢大学
Hawaii Tokai 
International Collage

セールス

内定をもらってから入社までの間、長期イン
ターン生として、かき氷マシンのマーケティング
に携わりました。実際にマシンを導入してくれ
たお客様のもとへ赴き、導入事例紹介用のイン
タビューをし、それをそのままライティングし
て、製品サイトに掲載するといったことが主な
仕事でした。
入社後しばらくは、今年4月に新設されたばか
りの部署で新製品の納品を担当していました。
全く新しい製品のため、参考になるものが何も
なく、きちんと納品をするために自社製品につ
いての知識を深めると同時に、クライアントの
事業内容について理解することにも努めまし
た。
そのために業界紙や専門紙、Webコンテンツに
数多く触れました。結果、入社からわずか半年
で約100件の納品に成功しました。クライアン

トからも入社当時からは見違えるほど頼もしく
なったねと言ってもらえました。確かに最初は
何にも話せなかったのに、今では一人でクライ
アント先に赴き、きちんと操作レクチャーから
運用の相談に答えられていることに成長を感じ
ています。

時にとてもやりがいも感じています。あかもん
についてはだいぶ知見が貯まってきたので、そ
ろそろOrangeシリーズについても学んでいき
たいと考えています。その結果、クライアントに
対して今の業務の範疇を越えて、課題解決のた
めのベストな提案ができるような営業になりた
いと考えています。
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プロダクトセールス プロダクトセールス

2016年新卒入社で同期の二人、森田
と三宅。共にProduct sales部に配属
され、営業職としてOrangeシリーズを
お客様に提案し続けている。
営業のスタイルや仕事に対する考え
方が大きく異なる二人に、“ビジネス
マンとしての今”を聞いてみた。

営業職としてどんな
仕事をしていまですか？

営業をするうえで
大切なことは何ですか？

2016卒
新卒同期
対談

森田 大介 三宅 貴展

森田 大介
Daisuke Mor i ta

経済学を専攻。EU政治・文化・

建築物について学ぶ。イタリ

アへの留学経験があり、イタ

リア語が堪能。

東京経済大学卒

三宅 貴展
Takanobu Miyake

経営学部で：国際経営戦略を

学ぶ。学生時代に起業家と学

生をマッチングさせるカン

ファレンスを主催。

国士舘大学卒

今後の目標について
教えてください。

Q.

Q.

Q.

森田：私たちが所属するProduct sales部は、
Web施策を通して見込み顧客を獲得し、そこか
らリレーションを築いていくインバウンドマーケ
ティングを営業の手法として活用しています。で
すから基本的には、Webなどからお問い合わせ
いただいた見込み顧客に対して、電話やメール
でアプローチし、さらにアポイントを取って訪

森田：数多くのお客様とお話をするために、時間
の使い方を意識しています。午前・午後・夕方と
3つにブロックを切り分け、午前はアポイント取
りや商談、午後は事務作業や提案書の作成、そ
してまた夕方にアポイント取りや商談といった
感じで動くことを意識しています。
また、お客様と接する“はじめての時”に細心の
注意を払っています。見た目、姿勢、話し方、言葉
の選び方など、それらを通して、誠実で丁寧と
思われることに越したことはないと思っていま
す。

三宅：僕は、初動からお客様の立場に立って、考
えることを大切にしています。それは、お問い合
わせをいただいた時点からです。
なかには情報収集が目的だったり、競合他社の
調査もあったりしますが、それ以外の多くの見
込み顧客は、いったいどんな悩みや困りごとが
あって問い合わせをしたのか、その“課題”の部
分を考えます。

問、ヒアリング後に提案をするという動きをして
います。
お問い合わせの内容によって、受注の確度は当
然変わってきますが、いまはとにかく“量”を重視
し、一社でも多くの見込み顧客にアプローチす
ることを心掛けています。

三宅：僕も基本は森田と同じ動きをしています
が、どちらかというと森田のように数をこなして
いく営業スタイルではなく、受注の確度が高そ

うな見込み顧客に対して、しっかりと時間とか
けて下調べをしたうえで、アプローチするスタイ
ルを取っています。

考えを巡らせてうえで、見込み顧客についての
情報収集を行います。まずは実際に会ってヒア
リングしたほうが早いと思うかもしれません
が、相手を想像し、きちんと下調べとしたうえで
お会いすると、同じ視点が持て、とても濃厚な
お話ができると感じてします。

森田：見込み顧客とお話しする際にいくつか抑
えるべきポイントがあることを学びました。その
ポイントをしっかりと押さえて決定率を上げて
いくことが目標です。
具体的な目標として、インバウンドで問い合わ
せ頂いた案件は決定率50％。加えて、電話から
のアプロ―チで獲得したアポイントを案件化さ
せる決定率を30％としています。
まだ上長や先輩に助けてもらうことが多いです
が、いずれは自分の力量でこの決定率を継続的
に獲得することが目標です。

三宅：まずは、営業として毎月コンスタントに数
字を作れる安定感のある営業になりたいです。
長期的な目標でいうと、思いつきや、冗談半分
だとしても自分がやりたいと思ったことが、やり
切れる人間になりたいです。

現時点でも、こういうことが出来ないかなという
イメージは、いくつかあるのですが、今の自分で
は、実現不可能なことがほとんどです。
営業力や提案力はもちろんですが、人を巻き込
む能力や推進力、柔軟性など、身につけなくて
はいけない事がたくさんあると思っています。
気づいた時には、やりたいと思ったことをやり切
れる能力が身につくことを信じて、今はなんで
もかんでも、がむしゃらに取り組み、そこから経
験を積んでいきたいと考えています。
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