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株式会社エイチーム（Ateam Inc.）

岐阜県土岐市にて、

本

社

〒450-6432 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12

林高生の個人事業としてエイチームを創業、
ライフスタイルサポート事業
ソフトウエアの受託開発を開始

エイチーム創業

引越し比較・予約サイト

2000

大阪オフィス
U

R

本

結婚式場情報サイト

2007 年〜

2008 年〜

www.a-tm.co.jp/

L

設
資

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・ノース 35F

車査定・車買取サイト

2006 年〜

有限会社エイチームを岐阜県多治見市に設立

2003

大名古屋ビルヂング 32F

人生 のイベントや日常生活に密 着した比 較サイト、情 報サイトなど様々

立

2000 年2月29日

金

838百万円（2022年 7月31日 時点）

2003

7月
決 算 期
国内外のお得な結婚式情報の比較や見学予約で、花嫁
引越し料金やサービスを比較し、業者を予約した
大手・中小の買取会社に一括で査定依頼をする
エイチーム初の自社サービスとして、
役 員 構 成 │ 代表取締役社長 │林高生
の夢を叶えるウェブサイトと店舗を運営するサービス
り、一括で見積もりの依頼ができるウェブサイト
ことで、
より高く愛車を売却できるウェブサイト
エンターテインメント
携帯電話向け公式サイトの運営を開始
締
役 │中内之公 間瀬文雄
│取
事業を開始

│ 社 外 取 締 役 │臼井興胤 加藤淳也 吉崎亮介

通信費・家計見直しサイト
2004

常 勤 監 査 役 │有藤速利
ライフエンディング情報サイト│2017
エンジニア向け転職支援サイト
年〜

2017 年〜

│ 社 外 監 査 役 │山田一雄 田嶋好博

株式会社に組織変更

I T に できることを 、次 々と。
エイチームは、インターネットを軸に情報サイトやゲームコンテンツ、
ECサイトなどの企画・開発・運営を行う総合IT企業です。

2006

2006

東証一部上場

● 株式会社エイチームエンターテインメント

ITと人の力で、さらなる顧客体験価値向上を目指す

2012

● 株式会社エイチームウェルネス
女性の体調管理アプリ
「ラルーン」
・化粧品D2Cブブランド

東証マザーズ上場、後に東証一部に市場変更
大阪オフィスをオープン

2013
株式会社エイチームブライズ

初音ミク
株式会社エイチーム引越し侍

幅広いビジネス領域に挑戦することで企業価値 のさらなる向上を目指します。

グループ会社

人生のイベントや日常生活に密着したサービスを幅広く展開

エンターテインメント事業

既存 の 枠にとらわれず、今後もインターネットを使った多様な技術を駆使し、

1,005名（役員、
アルバイトを除く）
（ 2022年 7月31日 時点）

Qiitaアカウントを利用し、エンジニアがより自分
お墓、葬儀、仏壇、相続など、ライフエンディング
● 株式会社エイチームライフデザイン
に合った環境を見つけるための採用支援サービス
に関する情報を発信するウェブサイト

事業を開始

スマホゲーム市場へ参入

グループ人員数

世界中の人々に向けて多様なジャンルのゲームや便利なツールアプリを提供

現ポケッ
ライフスタイルサポート事業の
格安SIM、ネット回線、
トWiFiなどを中心に、
初サービスの運営を開始
ライフスタイルサポート
家計に優しい生活設計の情報を提供するウェブサイト

2012

「lujo」を中心にウェルネス領域のサービスや商品を展開

「人と人とのつながり」
をテーマに、世 界 中 の 人々に向けて多 様なジャンル の
● 株式会社エイチームフィナジー
保険比較・FP無料相談できる総合サイト
「ナビナビ保険」を中心に
有益なサービスを提供

2020 年〜
-TAP WONDER-

舞台少女たちによるターン制バトル！
● 株式会社エイチームコマーステック
レヴュー＆アドベンチャー
RPG
複数の商材を取り扱うECサイトの企画・開発・運営

株式会社エイチームライフスタイル
初音ミクのタップ＆LIVEゲーム
（現：株式会社エイチームウェルネス）

● Ateam Vietnam Co., Ltd.

株式会社エイチームコネクト
を設立
EC事業を開始

2015

スマートフォン向けゲーム・アプリの開発及び運営

2014 年〜
ユニゾンリーグ

新感覚リアルタイムRPG
本社を大名古屋ビルヂングへ移転

業 績
売上高
（百万円）

自分だけの最強馬を作り出せる！
競走馬育成ゲーム
営業利益
（百万円）

FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022

2016

37,674 37,151

Ateam Vietnam Co., Ltd.を設立

EC事業

2013 年〜

ダービーインパクト

友達と一緒に必殺技！

EC事業を3 軸目に加え
現在の3 事業軸展開へ

2018 年〜

少女☆歌劇
プログラマ向けの技術情報共有サービス
「Qiita」等の開発及び運営
レヴュースタァライ
ト -Re LIVE-

● Qiita株式会社

（現：株式会社エイチームライフデザイン）
簡単操作で気軽にプレイ！

2015

2019 年〜

34,603

複 数 の 商 材を取り扱うE C サイトの 企 画・開 発・運 営

31,739 31,252 31,790

2017

Increments株式会社を完全子会社化
（現：Qiita株式会社）

いい自転車を、
もっと手に入れやすく。

22,967

2019

15,828

株式会社エイチームフィナジーを設立
12,036

2021

2021

シティサイクルからスポーツバイクまで、
豊富な品揃えでプロが整備した自転車を

手軽に購入できる自転車専門通販サイト
株式会社エイチームが純粋持株会社体制に移行

エイチーム

株式会社エイチームエンターテインメント

純粋持株会社体制へ

株式会社エイチームコマーステック
を設立

1,452

4,077

資格を持った

4,701

2,212
2,087整備士による組み立て

2,811

すぐに乗れる

パンク修理保証など

100％完成車をお届け

アフターサポート付き

1,273

701
ｰ298
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事 業 紹 介

ライフスタイルサポート事業
引越し比較・予約サイト

2006 年〜

人生 のイベントや日常生活に密着した比較サイト、情報サイトなど様々なウェブサ ービスを企画・開発・運営

車査定・車買取サイト

2007 年〜

結婚式場情報サイト

2008 年〜

生理日予測・体調管理アプリ

2010 年〜

技術情報共有サイト

2011 年〜

カードローン総合検索サイト

2013 年〜

引越し料金やサービスを比較し、業者を予約した

大手・中小の買取会社に一括で査定依頼をする

国内外のお得な結婚式情報の比較や見学予約で、花嫁

生理日予測・妊活に無料で使える女性のための

知見を共有しスキルを高めることができる、プログラ

即日融資・低金利など希望条件に合う借入サー

り、一括で見積もりの依頼ができるウェブサイト

ことで、
より高く愛車を売却できるウェブサイト

の夢を叶えるウェブサイトと店舗を運営するサービス

体調管理アプリ

ミングに特化したオープンな情報共有コミュニティ

ビスが見つかるウェブサイト

通信費・家計見直しサイト

2017 年〜

ライフエンディング情報サイト

2017 年〜

エンジニア向け転職支援サイト

2019 年〜

総合保険比較・情報サイト

2020 年〜

格安SIM、ネット回線、ポケットWiFiなどを中心に、

お墓、葬儀、仏壇、相続など、ライフエンディング

Qiitaアカウントを利用し、エンジニアがより自分

生命保険の種類や選び方など保険に関する情報

家計に優しい生活設計の情報を提供するウェブサイト

に関する情報を発信するウェブサイト

に合った環境を見つけるための採用支援サービス

を提供し、無料でプロに相談できるウェブサイト

エンターテインメント事業

2020 年〜

「私らしく、美しく」をコンセプトに生まれた化粧
品・スキンケアブランドの販売サイト

暮らしの「まよい」を解決する情報メディア

2021 年〜

暮らしの選択に必要な情報を、専門家の意見も
踏まえつつわかりやすくお伝えする情報サイト

「人と人とのつながり」をテーマに、世界中 の 人々に向けて多様なジャンル のゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営

2020 年〜

2018 年〜

2016 年〜

2015 年〜

少女☆歌劇
レヴュースタァライト -Re LIVE-

ヴァルキリーコネクト

三国大戦スマッシュ！

簡単操作で気軽にプレイ！

舞台少女たちによるターン制バトル！

全国のプレイヤーと迫力バトル

ひっぱり、はじいて、なぎ倒せ！

初音ミクのタップ＆LIVEゲーム

レヴュー＆アドベンチャー RPG

至高のハイファンタジー RPG

爽快ひっぱり大戦アクションRPG

初音ミク

-TAP WONDER-

2014 年〜

EC事業

化粧品・スキンケアブランド

2013 年〜

2012 年〜

2012 年〜
快眠サイクル時計

ユニゾンリーグ

ダービーインパクト

ダークサマナー

友達と一緒に必殺技！

自分だけの最強馬を作り出せる！

圧巻のハイクオリティを誇る

「心地良い睡眠」
と

新感覚リアルタイムRPG

競走馬育成ゲーム

ダークファンタジー RPG

「快適な目覚め」をあなたに

複 数 の 商 材を取り扱うE C サイトの 企 画・開 発・運 営

いい自転車を、
もっと手に入れやすく。

家族の絆が深まる、
健やかで楽しい日々を。
シティサイクルからスポーツバイクまで、

飼い主さまとペットに寄り添った商品を提供するサービスブランド

豊富な品揃えでプロが整備した自転車を

資格を持った

すぐに乗れる

パンク修理保証など

200種類以上の

手軽に購入できる自転車専門通販サイト

整備士による組み立て

100％完成車をお届け

アフターサポート付き

豊富な品揃え

国内素材調達・国内生産・合成添加物不使用のフードをご提案

み ん な で 幸 せにな れる会 社にすること
今 から10 0 年 続く会 社 に す ること

