石原 健氏
Ken Ishihara

アイスタイル株式会社 代表取締役
PROFILE

昭和52年生まれ、38歳。広島出身。今期の経営テー
マは、「徳は事業の基なり 未だ基固まらずして 棟宇
の堅久になる者あらず 後裔の根なり 未だ根の植たず
して枝葉の栄茂する者有らず」。 人の笑顔が好き。趣
味は釣り。

アイスタイル株式会社
〒730-0037
広島県広島市中区中町7-35-2F
TEL 082-240-9911
URL http://estate.io/

地域へ感謝、育ててもらった地域へ
恩返ししたい
子は国家の宝
平成27年12月には広島市立の
全小学校及び中学校・特別養護学
校（全206校）に「心に響く小さ
な５つの物語」と「心に響く小さ
な５つの物語Ⅱ」（致知出版社）
412冊を寄贈させて頂きました。
私自身がこの本を読んで感動し
たことが寄贈の直接的なきっかけ
ですが、広島市内で商売し、広島
市立の小学校に通っていた自分が
恩返しするにはまず地元からと

いった思いが強かったからです。
「感動がないと人は動かない」
私が尊敬する吉田松陰の言葉です。
感動しにくい世の中で、就学期に
少しでも心を動かして欲しいと
思ったのです。また、私は吉田松
陰が人材育成のスペシャリストだ
とも思っています。士も言ってい
ます「憤」がないと（感動しない）
人の心を変えるのは難しいと。自
分も幼少の頃、感動することで行
動が変わった経験があります。そ
ういった心の素地を作るきっかけ
は、我々大人がやるべきであると

考えています。
感奮しないと、奮起は有り得ま
せん。社会人になる前に、
「どこ
で気付くか」なんだと思います。
因みに、私は単純ですから、すぐ
感動します（笑）。
寄贈や寄付に関して、人それぞ
れ出来ることをやればいいと思い
ます。今回の寄贈でも教育委員会
に繋がりのあるTV局の担当者に
話し、
「実はこういった本を寄贈
したいと考えているんだけど」と
話すと、彼はこの本を読んでいた
んです。
「あの本ですか？」「ぜひ
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やりましょう」
と働きかけてくれ、
持ち掛けた教育委員会の担当の方
もこの本を知っており、「あの本
なら」とトントン拍子に話が進み、
昨年末の実現に至ったのです。
ここでも持ち前の「人運」の良
さに恵まれましたし、安岡正篤先
生が言われる、
『縁尋機妙 多逢聖
因』
（エンジンキミョウタホウショ
ウイン：良い縁がさらに良い縁を
尋ねて発展していく様は誠に妙な
るものがある。また、いい人に交
わっていると良い結果に恵まれ
る）を痛感しました。

コンセプトブック
仕事で県外によく行くので、広
島の良さを伝えることの出来る
ツールを作りたいと思っていまし
た。ここに私の想いが書いてあり
ます。また、これは海外でも配ろ
うと思っているので全て英語表記

もしてあります。広島の良さを
知ってもらいたい、進学や就職な
どで県外から広島に子供を送り出
さないといけない心配な親御さん
のため、その時に話のタネになる
ように、マップも入れています。
そういった話題作りが出来ればと
思っています。
また、忘れてはいけないのは、
ここ広島の町でアイスタイルは産
声を上げています。そして「我々
の先人たちが体現してくれた、卑
屈でない不屈の精神で、広島から
全国に、そして世界に羽ばたいて
いける企業になろう」と、創業当
初に志を立てました。広島に育ん
でもらった我々だからこそ、広島
に対して恩返しができないかなと
思ったのです。表紙は千羽鶴の再
生紙を利用しています。名刺を渡
しただけでは心に残りにくいです
が、これを渡すことで広島の良さ
を分かってもらえるはず。

タウン情報誌創刊

アイスタイル株式会社イメージキャラクター 広
島東洋カープ九里亜蓮投手と吉本新喜劇・諸見里
大介さん

我々は、
「私たちはアフターフォ
ロー、アフターサービス、不動産
業界ナンバーワンを目指す」と掲
げています。それを世間様にどの
ように伝えるか、と考えておりま
した。そこで思い付いたのがタウ
ン情報誌でした。
記事に
「アフター
フォローのその後」があるのです
が、ご契約が済んだその後がどう
なのかを検証したかったのです。
地域に根差しながら弊社の姿勢
を訴求したかったので、まずは弊
社の十日市店周辺エリアのお店を
紹介しようということになりまし
た。アフターサービスの一環とし
て、私共のお客様（過去のご契約
者様）に無料で優先的に出稿して
いただいております。また、見て
いて飽きないように楽しんでもら

おうと、広島東洋カープ九里亜蓮
投手との対談やプレゼント企画も
掲載するなど工夫もしています。
大事なのはデジタルとアナログの
融合。CMを多く流すことで社名
を聞いたことはある、その中でこ
ういった紙媒体を見て、ああ、考
え方が違うんだと良い認識を持っ
てもらいたい。しっかりした中身
をテレビ等のメディアに乗せてお
知らせし、同業他社様とはちょっ
と違う特徴のある会社であるとい
うのを、クロスメディア戦略で広
めていけたらなと考えており、そ
の 取 り 組 み の 一 環 な の で す。
VOL.１は十日市ですが、次回以
降のエリア決定は、新規プロジェ
クトエリアで行う予定です。

イメージキャラクター・広島
東洋カープ・九里亜蓮投手・
吉本新喜劇・諸見里大介さん
九里投手は、プロ意識が強く
真っ直ぐなところが魅力。諸見里
さんも、プロ意識が強く、柔らか
く暖かい性格。お二人とも、私と
性格が良く似ているので気が合い
ますね。カープ球団と吉本さんに
はとても感謝しています。

月刊致知（致知出版
社）への掲載
人間学を学ぶ雑誌で、私自身数
年前から愛読しております。弊社
社員は全員購読しており、スタッ
フの資質の向上を図るため、月に
一度これを元に社内研修を実施し
ております。この度、恐れ多くも
私の記事が掲載されました。これ
からも、これに恥じぬ人物であり
たいと精進しております。
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総合不動産業

広島市中区

アイスタイル 株式会社
事業内容 不動産売買、不動産賃貸、不動産賃貸管理、リフォーム事業

アフターフォロー・アフターサービス
不動産業界ナンバーワンを目指す

我々は、少数精鋭のベンチャー企業です。一人
ひとりの成長が会社に大きな影響を与えます。即
ち、『あなたの成果が会社の飛躍に直結します』年
齢や社歴に関係なく、成長次第では大きな仕事を
任せられるのは大きな魅力の一つです。

「アフターフォロー・アフターサービス不動産業界ナンバーワン」を目指し、
「不動産業界の新しい文化を創る」をモットーに展開。
「アイレジデンスシリー
ズ」などの新築マンション分譲や「アイスタイルの家シリーズ」といった新
築戸建分譲に加え、マンション企画販売代理、不動産仲介事業、買取再販事
業、不動産投資事業等を幅広く手掛ける。設立以来連続の増収増益を達成し
ており、平成27年12月期売上は20億円に達する見通し。一方で、新たな人
材を採用すべく「リクルーティングサイト」を開設、広島東洋カープの九里亜
蓮投手を起用したTVCMの放映を開始し、平成28年には新たに吉本クリエイ
ティブ・エージェンシーの滑舌悪い芸人・諸見里大介さんをCMに起用するなど
新たな取り組みにも積極的だ。
会社DATA
所 在 地
設
立
資 本 金

〒730-0037 広島市中区中町7-35
平成20年１月11日
1,000万円

和光中町ビル2F

売 上 高

平成24年12月期
５億2,122万円

平成25年12月期
12億4,416万円

平成26年12月期
15億8,897万円

経常利益

平成24年12月期
3,029万円

平成25年12月期
5,994万円

平成26年12月期
6,343万円

営業所・支店等

本社、十日市店、三篠支店
グループ会社 INVEST株式会社、iPARK株式会社

カフェのようなおしゃれな内装が人気の十日市店

志を共有し切磋琢磨できる仲間を募集しています。価値ある人生をつかみ取りましょう。
● 我 々には、不動産業界の新しい文化を
創るという、大きな志があります。
● 我 々には、会社及びスタッフを育て上
げ地域社会に貢献するという、大きな
夢があります。
● 我 々には、お客様に心の底から喜んで
いただくという、
大きな理想があります。
● 我 々には、第10期100億円の売り上げ
を達成するという、壮大な計画があり
ます。

石原社長（左）とアイスタイル株式会社イメージキャラクター
カープ九里亜蓮投手と吉本新喜劇・諸見里大介さん

広島東洋

● 我 々には、それを実行するベンチャー
スピリットがあります。

採用に関するお問い合わせ
電 話
FAX
H P
mail

▶
▶
▶
▶

082-240-9911
082-236-3388
http://estate.io/recruit/index.html
info@estate.io

エラベル編集部より

競合の激しい不動産業界で、創業以来、
連続の増収増益を達成するなど、躍進を
続けており、毎期の利益蓄積によって自
己資本も強化されている。石原社長の飾
らない人柄に、同業者や取引先を問わず
ファンは多い。

採用DATA
採用職種
初 任 給
昇給・賞与
職務内容
勤 務 先
勤務時間
休日・休暇
福利厚生

 不動産売買営業●不動産賃貸営業●総合営業事務●経理事務
●
基本給
大学卒
190,000円
短大（専門）卒 175,000円
昇給年１回・賞与年２回
不動産売買営業・不動産賃貸営業・総合営業事務・経理事務
本社（広島市中区中町）、十日市店（広島市中区十日市町）、三篠支店（広島市西区三篠町）
８：30～17：30（うち休憩90分）※職場により、交替制勤務／シフト制勤務あり
年間休日87日 年末年始休暇・夏季休暇・GW休暇・有給休暇、特別休暇、慶弔休暇（その他社内カ
レンダーによる）
各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生） 育児休業制度 社員旅行（年１回）
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