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責任感のススメ 3 石原健

目の前の人を幸せにするために
自分の力を磨き、夢を伝えよう。

夢を諦め、
TALK 腹をくくった
exe

持っていないと、
お客様も関係業者か
らも信用を得られないということ。同時
に、
ある感情が芽生えました。
「自分が

仕組み作りに特に力を入れています。

exe

TALK

目標は10期で
売上100億円

我々は、欲や夢のない人はいらな

この業界を辞めたら、
このお客様を助

い。
そのように考えております。動機は

ける人はいない。利己の為にお客様

我々はベンチャー企業です。ベン

不純でもいいのです。志は、
お客様に

を利用してはならない。」 お客様へ

チャー企業とは
『創造的・革新的な経

笑顔になってもらったり感謝されること

の責任感です。目の前にいる、
自分を

営を展開する中小企業 』
という意。

で生まれてくるもの。欲は磨かれて志

信じてくれたこのお客様が困らないよ

我々は、革新的な経営を実践すること

になります。その環境がわが社にあり

うに、
この業界で生涯やっていこうと

により、10期目で売上100億円の達

ます。

腹をくくり、
レースを続けることを諦めま

成を目標としています。現在７期で約

した。

16億ですから、約６倍の数字です。壮

実は、
私の夢はプロレーシングドライ
バーになることでした。父親の影響も

その後、26歳で友人と不動産会社

大な計画のようですが、実現するため

あり、
小さな頃から車やレースが大好き

を開業。その友人と相談の上、3年を

にやるべきことは既に分かっていま

でした。学生時代には野球をし、高校

目途に独立すると決めました。そして

す。資金力をつける、新しいスキームを

野球が終わったら、
ライセンスを取得し

平成20年、
アイスタイルを立ち上げま

開発する、的確な判断ができるように

てレースに出ようと心に決めていまし

した。

ブレーンをつくるなど、私自身がスキル

た。最後の夏の大会が終わるとカート
を購入し、毎週末サーキットに通う日々
を過ごしました。自動車短期大学に入

契約後からが
TALK 本当のお付き合い
exe

アップしていくしかありません。それと
同時に、
スタッフ一人ひとりの成長も
欠くことが出来ません。企業は人也と

学し、卒業後は整備士として就職。そ

我々は、
お客様とご契約してからが

言われるように、
そこで働くスタッフ次

こで気付いたのが、
「 車があって修理

本当のお付き合いの始まりである、
と

第で企業価値が決まるといっても過

をする技術があっても、お金がないと

とらえ
「アフターフォロー・アフターサー

言ではありません。
スタッフと共に成長

レースに出られない」
という事でした。

ビス不動産業界ナンバーワン」
を目指

していく事が、企業価値を高めると考

レース資金を稼ぐ方法を考え、不動産

しています。そこで月1回、お客様に

えています。故に、
スタッフは大切な宝

業界に足を踏み入れました。

ニュースレターを送っています。
それは

物です。以前、育児休暇を取る女性

しかし、親戚や縁者に不動産業界

お客様がお困りの際に、我々の連絡

社員に「 無理せず休んで、いつでも

に通じている人は全くいません。友人

先を明確にするためです。
また契約者

帰って来てね」
と送り出し、復帰してく

に不動産業界について聞き、
目星を

様限定で、
マツダズームズームスタジ

れました。創業時から勤めるスタッフが

つけた会社に電話。募集をしているわ

アムの年間観戦シートプレゼントや、

多いのは、
うれしいですね。素晴らしい

けでもないのに、面接をしてもらい入

スタジアム内のスポーツバーでのカー

多くの仲間たちと、
日々切磋琢磨する

社。

プ観戦にご招待するなど、関係が途

ことにより、
皆で人格向上を果たす。
こ

切れないようにしています。お客様が

れこそまさに、究極の企業存在意義で

困った時に助けることができる環境、

あると考えております。

入社して間もなく、
この業界の縮図
が見えた気がしました。自分が力を
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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
【採用チーム】
TEL 082-240-9911
URL http://estate.io/
【リクルーティングサイト】
URL http://estate.io/recruit/

いろいろな人がいろいろな仕事をし
て、
サービスを提供してくれるおかげで
私たちは生活できます。働くことは世
の中を回すこと。人が生きていくため
の大切な役割です。私はたまたま不
動産業に従事しているので、不動産
サービスで世の中に貢献していかな
ければならないと考えています。
中国古典の大学に『修身斉家治
国平天下』
とありますように、世を治め
るには、
まず自分の行いを正しくし、次
に家庭をととのえ、次に国家を治め、
そして世を平和にすべきである、
とあり
ます。これを自分たちにあてはめて、
日々精進していく事、
それが不動産業
界の地位向上につながると確信して
います。最終的には、子どもたちがわ
が国に誇りを持てるような国創りに少
しでも貢献できるよう、我々はこの仕
事をしています。
我々は、仕事を通じて人間的成長
を果たし、
それらの経験で得たものを
次世代に伝えていける仲間を募集し
ております。共に価値ある人生を掴み
取りましょう。

アイスタイル株式会社

PROFILE

代表取締役

石原

健（37）
Ken Ishihara

昭和52年生まれ、37歳。広島出身。大切にしているのが「あれを見よ みや
まの桜 咲きにけり 真心つくせ 人しらずとも」
（武者小路実篤の言葉）。
「誰が見ているわけでなくとも、評価されずとも、己の本分を真心をもって尽
くす」
というのがモットー。人の笑顔が好き。趣味は釣り。

イメージキャラクターには社長と交流のある広
島東洋カープ九里亜蓮投手を採用した
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優良企業
採用情報

不動産

アイスタイル株式会社
事業内容 不動産売買、
不動産賃貸、
リフォーム事業

会社から一言

会社概要

我々はまだ創業8年目のベンチャー企業。大企業の
ように細部に分かれたセクションやシステムは存在し
ません。どんな大企業も最初は0から。セクションや
システムを作り上げ、会社を育て上げることも大きな
魅力の一つではないでしょうか。

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て

「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、本誌97ページ掲載
の
「山陽地区の2期連続増収増益企業」
では増収率ランキングの7
位にランクした。平成26年12月期は
「家業から企業へ」
をキャッチ
フレーズに、売上高は16億円に達する見通し。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、新たなステージ
への取り組みにも積極的だ。
◎会社DATA

カフェのようなおしゃれな内装が人気の十日市店

所

在

設
資

本

地 〒730-0037
営業所・支店等
広島市中区中町7-35
和光中町ビル2F
立 平成20年1月11日
金 1,000万円

本社、十日市店
グループ会社
INVEST株式会社、
iPARK株式会社

売

上

高

平成23年12月期 平成24年12月期 平成25年12月期
4億1,529万円
5億2,122万円
12億4,416万円

経 常 利 益

平成23年12月期 平成24年12月期 平成25年12月期
1,880万円
3,029万 円
5,994万円

採用にかける想い

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。
● 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DATA 不動産売買営業 不動産賃貸営業 総合営業事務
初任給
（製造職）

基本給

大学卒

190,000円

短大
（専門）
卒

175,000円

昇 給 ・ 賞 与 昇給年1回・賞与年2回
職 務 内 容 不動産売買営業・不動産賃貸
営業・総合営業事務・経理事務

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 広島東洋カープ 九里亜蓮投手

◎採用に関するお問い合わせ

エラベル編集長から

電話： 082-240-9911

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。

FAX： 082-236-3388
H P： http://www.estate.io
mail： info@estate.io
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経理事務

勤
務
先 本社（広島市中区中町）、十日市店（広島市中区十日市店）
勤 務 時 間 8：30〜17：30（うち休憩1時間）※職場
により、交替制勤務／シフト制勤務あり
休 日 ・ 休 暇 年間休日87日 年末年始休暇・夏季休暇・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
福 利 厚 生 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）

交通案内MAP

