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【社長近影／群馬県前橋市敷島公園にて】

t i t le：令和３年度入社式　社長祝辞

当社新卒採用第11期生の皆さん、入社おめでと
うございます。
ジェイリース役職員一同、皆さんを心より歓迎

いたします。
 
今日から皆さんはジェイリースの一員としての

第一歩を踏み出すことになるわけですが、皆さん
にとっては当社のことや当社の仕事は全てが「未
知の世界」だろうと思います。
「未知」つまり「まだ知らないこと」は人を不安に
させるものですが、「未知」という言葉は言い換え
れば「可能性」でもあります。
 
「未知」を「未知のまま」にするのも、「未知」を「可
能性あふれる希望に満ちた未来」にするのも、皆さ
んの心の持ちようと行動ひとつにかかっています。
夢と希望をもって、一人一人生まれ持った「可能

性」という花を、ジェイリースで満開に咲かせてく
ださい。
 
当社が社会に提供している家賃保証というサー

ビスは、人間が人間らしく生きるための基盤であり
ます「衣・食・住」のうちの「住」の安心を支えるとい
う、社会的使命を帯びたものです。
当社は信用を保証することで「住」にまつわるお

金の「不安」に「安心」をもたらし、社会の生活基盤
を支えているのであります。
 
一昨年から続くコロナ禍では、多くの企業が非

常に厳しい経営を強いられる中、おかげさまで当社
は好調な業績で推移しています。
これはお客さま、お取引先さまに寄り添い、「住」

という生活基盤を守るべく、全社員が一丸となって
全力を傾けた結果であります。
 
本年度の当社のスローガンは
「Ｗｅ aｒｅ Ｊ-ｌｅａｓｅ」です。
ジェイリースで働くこと、その一員であることに

誇りを持ち、互いが互いを支えあうＯｎｅＴｅａｍで
あること。
このスローガンにはそうした私の思いが込めら
れています。
本日新入社員の皆さんを迎えるにあたり、当社

の社会的使命を皆さんとともに再確認し、これから
も全ての人に幸せを届けられるよう決意を新たに
したいと思います。
ジェイリースは来期２０２２年度に創業２０周年を

迎えます。
さあ、私たちとともに２０周年、そしてその先に向

かって邁進していきましょう。
皆さんの活躍を大いに期待し、私からの祝辞と

いたします。
ありがとうございました。

令和3年4月1日
ジェイリース株式会社

代表取締役社長兼会長　中島　拓
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網膜色素変性症を見守る会として活動をされている山元正史さまと当社社員が視覚障がい者のより充実した社会参加について意見交
換をいたしました。

レポート

網膜色素変性症を見守る会

2018年12月より一時無配とさせていただきましたが、第18期末より１株当たり５円の期末配当（復配）実施いたします。なお、今後の
配当につきましては、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針とし、配当額については、配当性向20％程度を基準といたします。
株主還元と会社の成長を両立させてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

復配についてのお知らせ

当社は、営業強化により、事業用保証（オフィス、店舗等）の売上が順調に推移しております。
また、コロナ禍における顧客のリスク意識の変化が追い風となり、保証事業の需要が高まっております。
今後も慎重な与信審査と営業展開を進め、総合保証会社を目指して事業ポートフォリオの拡充を進めてまいります。

事業ポートフォリオを拡充いたします

この度はジェイリース株式会社さまからの支援をいただいたことによりクラウドファンディングを達成することができましたことをまず
は御礼申し上げます。これからの活動として、視覚障がい者が一人ももれなく福祉サービスを受けられる社会システムを構築していきたいと
思っています。
視覚障がいは情報障害とも言われ、なかなか自分で情報を知ることが難しい部分もあるため、病院側、役所側から率先して案内していただ

ければ助かるという声をたくさんお聞きしているので、ぜひ形にしていきたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   山元正史

網膜の視細胞がゆっくり減っていく進行性の病気です。夜盲
症（暗いところで物が見にくい）から始まり、視野狭窄（視野が狭
くなる）、視力低下、羞明（まぶしさ）が主な症状です。
日本に約4万人いると言われ、現在のところ治療方法がない

難病です。
また遺伝性の病気でもあることから、親から子など遺伝して

家族、親戚内で同じ病気で苦労されている方も多い状況です。

網膜色素変性症とは…？

認知度の低いこの病気についてどんな症状があり、どんなこ
とに困るのか・・・等、より多くの方に知っていただくためにパン
フレットを制作したいという団体の理念に共感し、微力ながらク
ラウドファンディングに協力をいたしました。

ジェイリースは
網膜色素変性症を見守る会を応援しています

※現在支援受付は終了しています

網膜色素変性症とは…？ ジェイリースは
網膜色素変性症を見守る会を応援しています
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衆議院議員　石破 茂 ジェイリース株式会社
取締役副社長　田淵 悦郎

トップ会談 ANNEX
『ワークライフバランス ～政治家 石破茂と“オタク”石破茂～』

田淵
　本日はお忙しいところありがとうございます。どうぞ
よろしくお願いいたします。
石破
　こちらこそよろしくお願いいたします。田淵さんとは
金融分野・個人信用情報機関の時代、そしてジェイリー
スさんと長いお付き合いになりますね。
田淵
　石破さんは衆議院当選11回、過去には防衛大臣や、農
林水産大臣、自由民主党幹事長も務められ、最近ではバラ
エティーにも多々ご出演されており、若い方からも大変
人気のある政治家でいらっしゃいます。お父上 石破二朗
氏も偉大な政治家でいらっしゃいましたが、石破さんは
幼い頃より政治家を志していたのでしょうか。
石破
　私は政治家になろうとは夢にも思っていませんでし
た。
　私が生まれたのは父が49歳の頃で、私が１歳の時に父
は鳥取県知事になりました。子どもながらに政治家は、プ
ライべートな時間は少ないし、そんなにお給料が良いわ
けでもない、どうにも良い職業とは思えませんでした。
　大学３年の春休み、父から「お前は政治家になる気はあ
るのか」と問われ、即座に「まったくありません」と答え、

「そうだろうな、大体、お前のように人のいい奴に勤まる
仕事ではないな」と言われたことをよく覚えています。
　就職先について父に「銀行は名刺１枚で大会社の社長
から年金暮らしのお年寄りまで誰にでも会える仕事だ。
そして人の人生に深く関わることができる。こんな素晴
らしい仕事は他にない、銀行員になったらいい」と言わ
れ、当時三井銀行だけはそろばんができなくても入れて
くれるなんて都市伝説がありまして（笑）

それなら！と三井銀行を受けたら合格したという経緯で
す。
田淵
　そんな都市伝説があったのですか（笑）
　お父上に言われて入ったとのことですが、入行してか
らはいかがでしたか。
石破
　すぐに「これは間違えた！」と思いました。
　お札勘定と計算機が全くできず同期入社の中でビリに
なってしまったのです。
　これほど向いていない仕事は他にないと、入社したそ
の日に辞表を書くことも考えましたが、何もできずに辞
めるのは悔しいので、せめてお札勘定と計算機ができる
ようになってから辞めようと思い、来る日も来る日もお
札勘定と計算機のお稽古をしていました。すると、ある日
突然できるようになりましてね。
　入社した年の６月にあった支店の新入社員10 数名の
検定試験で１位になり、これほど自分に向いている仕事
は他にない！なんて思って、辞める気がなくなりました

（笑）
田淵
　それは随分努力しましたね。
　その後はどのようなサラリーマン生活でしたか。
石破
　毎日楽しかったですね。終電で帰り、ネクタイだけ外し
て背広のまま寝るような毎日でしたが、日曜日には「早く
月曜日にならないかなあ」なんて思っていたほどです。社
員旅行や、先輩社員と飲みに出るのも楽しみでした。支店
では端末機を３台並べて乱れ打ちしながら「俺は天才な
んじゃないか」なんて自惚れていました（笑）
　ですがやはり不器用なもので、初めて窓口に出た日に
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お客さまにおつりを100万円多く渡してしまいました。
当時初任給８万円の銀行員にとって、100万円はとんでも
ない大金です。どう責任を取ろうか、真っ青になりながら
考えていた夕方16時頃、お客さまが100万円多かったよ
って戻しに来てくださったのです。そのお客さまの顔は今
でも忘れませんね。
田淵
　戻ってくるとはさすが日本ですね！
　ではなぜ政治の道に進まれることになったのでしょう
か。
石破
　きっかけは田中角栄先生です。
　入社３年目の頃、父が末期がんであることが判明し入院
いたしました。
　父はかねてより角栄先生と親しかったのですが、先生
は鳥取の病院まで見舞いに来てくださいました。そして
父は遺言として角栄先生に葬儀委員長をしてほしいと依
頼し、その後帰らぬ人となりました。
　昭和56年９月、葬儀は鳥取県民葬となりましたので、葬
儀委員長は当時の知事が務められ、角栄先生は友人代表
として参列してくださいました。
　ところが、先 生は「俺は石破と約束したのだ、東京でも
う１度葬儀をするぞ！」と手配をしてくださり、10月の晴
れた日、田中派葬（友人葬）が執り行われ、角栄先生自ら葬
儀委員長を務められたのです。
　後日、葬儀の御礼に角栄先生を訪ねた際、「鳥取の葬式
には3,000人くらい来ていたな。いますぐ名刺に【御会
葬御礼】と書いて県民葬に来てくれた人の家を一軒一軒
回れ！選挙の基本はまず挨拶回りだ！」とおっしゃるので
す。当時私はまだ24歳です。参議院には30歳にならない
と出られませんのでせっかくのお言葉ですが…と答える
と、「誰が参議院になれと言った、お 前が出るのは衆議院
だ！次の総選挙ではお前はもう25歳を超えている！君が
お父さんの遺志を継ぐんだ！」と。そうは言っても私に向
いた仕事じゃないし、親にもやるなといわれているしブ
ツブツ…と言っていると、角栄先生が机をバーン！と叩い
て「何を言っているのだ！よく聞け！日本で起こるすべて
のことはここで決まるのだ！」とものすごい剣幕で説得さ
れまして、ついつい政治の道に進むことになった、という
のがそもそもの発端です。それからは紆余曲折、様々な偶
然が積み重なり、29歳の時に初当選、当時最年少の国会議
員になりました。
田淵
　そういった経緯があったのですね。
　角栄先生は傍で接するとやはり迫力やオーラの凄い方
だったのですか。
石破
　とにかく圧倒的な存在感を持った「魔 神」という表現が
相応しい方でしたね。
　あの方と一対一で会って言うことを聞かなかった人は
一人もいないとか。
田淵
　それは当時24歳の石破さんが角栄先生の説得から逃れ
られるはずもなく、人生が180 度変わった瞬間だったと
いうことですね。
　角栄先生の教えや、心に残っているエピソードはあり

ますか。
石破
　角栄先生の選挙哲学は本当にすごかったです。
　「いいか。初めて出馬する人は名前を憶えてもらうだけ
で苦労するが、お前はお父さんのおかげで名前の売り賃
がタダだ。そしてあの人の息子だったら安心だという安
心料もタダだ。お前が出馬できるのはお前自身が凄いわ
けでも偉いわけでもない、安上がりだから出られるだけ
だ。そう言われて悔しかったら、今から鳥取に帰って１日
300件～ 400件歩いて回れ！握った手の数、歩いた家の数
しか票は出ないのだ」と。
　どんなに素晴らしい学歴や資格を持っていても、素晴
らしい政策を掲げていても、一票に繋がるのは個人的な
信頼関係であり、一人一人の有権者との物語を作ること
が大切だと学びました。
田淵
　選挙哲学も商売やビジネスにも繋がるところがありま
すね。
　ビジネスにおいてもサービスの内容、素晴らしいプレ
ゼン能力よりも、人と人の繋がりがまずは重要です。当社
の場合は全国に支店を展開しており、各地で実際に訪問
して営業活動をしています。その中で時にはお叱りを受
けたりもしながら色々なお話をすることでお客さまに寄
り添ったサービスができ、気が付くと信頼関係ができて
おり、更なるビジネスに繋がったという話もあります。新
型コロナウイルス感染症の流行によりリモートの時代と
なりましたが、技術の面でも、人の心理の部分でも、リモ
ートではまだまだ及ばない大切なものがあるように思い
ます。こういう時代だからこそ角栄先生の今のお話を聞
き、更に実感させられました。
石破
　その人が信頼できる人かどうかはリモートではなかな
か判断できないでしょうね。
　自民党でも角栄先生の教えを忘れないようにしていき
たいです。
田淵
　私は石破さんの講演会等に何度かお邪魔しお話を聞い
ていますが、日本の先行きについて暗い話も臆せず話さ
れていて、ぶれない信念を感じました。
石破
　人様のお時間をいただいているので、それが５分だろ
うと１時間だろうと、来て良かったと思っていただけな
ければ時間泥棒だと思っています。
　これは角栄先生から２度言われたことですが、笑わせて
泣かせてその気になってもらうまでが演説だ、というの
は私の信念でもあるのです。
田淵
　さて、石破さんの政 策で一番に挙がるのは地方創生で
す。
　地方創生を大きく掲げられる理由、石破さんの考える
地方創生をお聞かせいただけますでしょうか。
石破
　現在日本では１年に約50万人ずつ人口が減っています。
　そして今後は１年に100 万人減る時代に入り、この
まま行くと、いま１憶2700万人の人口が、2100 年には
5200万人、2200 年には1391万人になると言われてお
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り、恐ろしい勢いで人口が減っていくことになります。こ
のようなことは世界の歴史でもありませんでした。
　世界の多くの国は地方が元気で、その力で国を維持し
ていますが、日本は戦後、政策的に東京一極集中を選択
し、ありとあらゆる産業、文化をすべて東京に集め、効率
の良い中央集権社会を作り、短期間で経済を伸ばし、一定
の成功を収めました。しかしそれはサスティナブルでは
なかったのです。
　食料とエネルギーを作り、出生率も高い地方だけが衰退
し、食料やエネルギーを消費し、出生率も最下位である東
京だけが生き残る、という姿は国家としてあり得ません。
ですから現状に強い危機感を覚えます。自然災害や今回の
新型コロナウイルス感染症のようなパンデミックにも、
一極集中の体制は弱いのです。
田淵
　都市に人が集中し、地方が衰退し、人口が減る、そうい
ったサイクルに陥っているのですね。
　私自身は東京出身ですが、仕事の関係で海外や日本全
国に足を運んだ経験から、海外と比べて日本は都市と地
方の人のバランスが崩れていると肌で感じた経験があり
ます。
　今回の新型コロナウイルス感染症では、住居や勤務地も
都市から地方に移転する人も多く、生活スタイルを改め
て考える機会にもなりましたが、今後私たちはどのよう
に都市と地方とのバランスをとれば良いのでしょうか。
石破
　江戸時代は世界でも稀な約260年も続いた時代です
が、その理由の一つとして江戸に人が過度に集中しないよ
うに対策していたからだという見解があります。
　例えば、馬車を作ってはいけない、大 井川に橋をかけ
てはいけないといった具合に、モノと人の流れを制限す
る一方で、各藩に独自の政治や経済、教育を持たせつつ、
参勤交代等で各藩が力を持ちすぎないように管理するこ
とで、徳川幕府は長期安定政権を維持できた。中央集権と
地方分権をみごとに調和させていた政権と言えるでしょ
う。
田淵
　なるほど。そういった意味では江戸時代の日本の方が
先進国型社会であったと言えるかもしれませんね。それ
では石破さんの考える地方創生のために必要なことは何
でしょうか。
石破
　まずは地方に雇用と所得を生むこと、地方で結婚し子
育てをしやすい環境を充実させること、そして人生のベ
テランも生き甲斐のある第二の人生を地方で過ごせるよ
うにすること、それが私の考える地方創生です。
田淵
　当社は現在全国展開しており、家賃債務保証業を核と
した地域に根差した総合サポートを地域ならではのサー
ビスで提供することをモットーにしています。

　地域密着、地方創生を掲げる企業は多くありますが、
どのような方法で地方創生に関わっていけるのでしょう
か。
石破
　都市部にヒト・モノ・カネが集中するからと、都市ばかり
をターゲットにするのではなく、自分たちの生活するエリ
アの経済は、周りの地域もうまくいくことによってさら
に活性化する、という認識を持っていただきたいです。こ
れからは地方の力が日本を創るのです。
田淵
　地方と言えば話は変わりますが、当社は大分県に本社を
構えています。石破さんは大分県にどういったイメージを
お持ちですか。
石破
　大分県と言えば、私は竹田市が大好きです。滝廉太郎の

「荒城の月」のモデルになったと言われる岡城跡は山城で
すが味わい深く、とても好きな場所です。
　大分県は、観光客が旅行先を選んだ理由として「魅力的
な宿泊施設が多かったため」と答えた率が全国１位なん
です。それは魅力的な施設はもちろん、素晴らしいホスピ
タリティによるものだと思います。
　大分県に求めるものがあるとすれば、空港と街のアク
セスでしょうか（笑）
 １時間近くかかるので、なかなか大変な移動ですね。
田淵
　本当にそうですね（笑）
　あとは大分- 福岡間の移動もソニックという特急電車
が走っていますが、もう少し便利になると良いのですが、
しかし、それが改善されると観光客が更に殺到して大分
県に人が溢れそうですね（笑）
石破
　大分県の素晴らしい観光資源を活かすために、交通の
便も充実していくと良いですね。
　一方で、大分県は通勤時間の短さが全国１位で往復57
分という面白い統計があります。
　通勤時間の短さは男性が家事育児に携わる時間の長さ
に繋がります。そして男性が家事育児に積極的であるほ
ど、第二子、三子の出生率が上がります。実際、大分県の出
生率は全国10位と高く、人口減少問題に立ち向かうため
にも、この統計は興味深いと思っています。
田淵
　石破さんは『男女フェアな社会』、女性管理職、議員比率
の向上を目指されています。
　女性活躍は当社を含む民間企業においても大きな課題
です。
　当社の場合、男女比率は6：4 で、比較的女性も各ポスト
に多く就いていますが、それでもまだまだだと感じます。
女性活躍のため様々な制度が生まれ、社会意識の是正が
行われていますが、石破さんのお考えをお聞かせくださ
い。
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石破
　仕組みとして無理やり増やすのではなく、なぜ女性活
躍が必要かを社会全体が理解することが必要です。
　先ほどの出生率の話にもあるように、女性が活躍でき
る社会は少子化問題の解決にも繋がります。女性のニー
ズに応えた商品やサービスを男性だけで作れるとは私は
思いません。女性の意見を反映させられないことは日本
にとって大きな損失です。また、日本は男女間の賃金格差
が先進国最大です。能力に相応しい仕事をしていただき、
それに見合った賃金を支払うことが、GDPを伸ばすこと
にも繋がります。
　女性が活躍する社会を作るためには、家事や育児等の
分担による女性の負担軽減が必要です。男性の生き方をど
う変えていくかがカギとなると考えます。
田淵
　なるほど。家事育児等、男性でもできることを当然かの
ように女性が負担しているという社会を変えていく必要
があるということですよね。
石破
　そうですね。また、女性の賃金の問題に関連して、私は
賃貸住宅対策議員連盟の会長を務めさせていただいてお
りますが、就職氷河期に大学を卒業して非正規雇用で働
く独身女性やシングルマザー等、所得の低い女性が賃貸
への入居を希望しても審査で否決されてしまうという問
題をよく耳にします。ジェイリースさんのような家賃債務
保証会社には、そういった問題の解決にも重要な役割を
担ってほしいと願っています。
田淵
　石破さんがおっしゃる問題も重要な課題です。
　当社としては、正規雇用・非正規雇用関係なく審査通過
した入居者さまは保証できます。
　ただ、入居はできてもその後支払いができないとなる
と訴訟等に発展するケースもあり、困るのは入居者さま
や物件のオーナーさまです。収入とのバランスを見た適
正与信を行うことも当社の使命と考えています。今後更に
研究は必要だと考えています。
石破
　なるほど、重要ですね。期待しています。
田淵
　ところで、昔はガムシャラに働くことが普通でありま
したが、働き方改革により、今ではしっかりとした休息を
取る重要性が説かれています。石破先生もお忙しい日々
をお過ごしのことと思いますが、どのように息抜きをさ
れていますか。
石破
　音楽を聴いてリフレッシュしています。
　クラシックから演歌までなんでも好きですが、中でも
70年代のアイドルが大好きで「アイドルオタク」といじら
れることもしばしばです。中でもキャンディーズは私の青
春ですね。
田淵
　キャンディーズですか。あの世代の男子はみんなキャン
ディーズに夢中で、３人のうち誰が好きかでいつも盛り上
がっていました。
石破
　キャンディーズのシングル17 曲は全曲歌えます。カラ

オケではキャンディーズメドレーを選びますね。可愛い
だけではなくて音楽性・芸術性も高かったと思います。
　キャンディーズは「普通の女の子に戻りたい」と解散宣
言をしましたが、私も政治家になって自分の時間が少な
くなり、ふっと「 普通のおじさんに戻りたい」と思う瞬間
がありますよ（笑）まだまだやり残した夢もありますし、
そういうわけにもいきませんけどね。
田淵
　その他にも石破さんは鉄道やプラモデル等多趣味と伺
っておりますが、そのように《政治家以外の顔》も大切に
されてきたことが《親にさえ向いていないと言われた》政
治家というお仕事を35 年間も続けてこられた理由の一
つであるのかもしれませんし、そのように、自分の好きな
ことを大切にし、心のゆとり・バランスを保つことがまさ
に、働き方改革、ワークライフバランスなのですね。
　完全にオフの日はご家族で過ごされているのでしょう
か。
石破
　はい。家では炊事洗濯なんでもします。特に料理が好き
で、カレーには自信があります！
　防衛庁長官時代にどこに行くにもSP さんがつくように
なり、議員宿舎から夜ご飯を食べに出るにもSP さんを呼
ばないといけなくなりました。公務なら仕方ないけれど
日曜日などは申し訳ないので、自炊するしかないと思い
料理を始めました。土日の空いた時間には秘書官やSP に
振舞ったりしましたが、大臣が作った料理ですからもち
ろん「まずいです」とは言えず「おいしいですね」と喜んで
くれることがうれしくて、いろんな料理本を買って、カレ
ーはもちろん和洋中を一生懸命覚えたのです。
田淵
　なるほど。入閣が料理を始めるきっかけになったので
すね。
　石破さん特製カレー、ぜひ一度食べてみたいです。
　料理等の家事をし、ご自分の家庭から女性の負担軽減
に取り組まれているのですね！
石破
　我が家で支配権と決定権を持つのは妻と娘で、結局女
性です。
　女性と戦って勝てたことはありません。私は安全保障屋
ですので、負ける戦はしない、早めに和平交渉をするに限
ります（笑）
　家庭は平和な方が良いですからね。
田淵
　私も教えに従い負ける戦はしません（笑）家内が毎日美
味しい夕飯を作ってくれるので、今度は石破さん流のカ
レーの作り方を教えてもらって、和平交渉の材料としま
す（笑）
　本日は貴重なお話をお聞かせいただきありがとうござ
いました。
　今後ともよろしくお願いいたします。

※本会談は新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施しています。
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ALLIANCE　いえらぶGROUP「いえらぶCLOUD」と連携開始のご紹介

いえらぶCLOUDとジェイリースがシステム連携することで
入居申込をオンラインで完結するいえらぶGROUPの「いえらぶCLOUD」とジェイリースが提携を行うことにより、
家賃保証サービスをご利用いただく入居希望者さま、仲介会社さま、管理会社さまはこれまでと比較して、手書きでの
保証申込書作成の手間や記載漏れの確認などのストレスが少ない、スムーズな保証審査が可能となります。

紙（FAX）でのやり取りが煩雑・・・
忙しいのに手書きだと大変だ・・・
文字が潰れて、申込者に再確認の連絡が必要だ・・・
記入したことを結局賃貸システムに入力しなきゃ・・・

ＷＥＢ手続きなので、「入居申込書」や「同意書」の
紙面が不要に！
ＡＰＩ連携なので、ＦＡＸで文字が潰れることも
記入漏れも発生しない！

－ 詳細についてはいえらぶGROUP社へお問合せください －

受付時間  9：45～11：30・12：30～19：00（日曜日及び弊社休業日を除く）
社内はビジネスデザイン部まで
お問い合わせください。

株式会社いえらぶGROUP（https://www.ielove - group.jp/）
代表者：代表取締役　岩名泰介
所在地：〒163-0224 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル24階
設立：2008年1月
事業内容：「クラウドサービス事業」、「システム事業」、「コンサルティ
ング事業」、「メディア事業」、「ホームページ制作事業」、「採用支援事
業」、「WEB広告事業」、「アライアンス事業」、「賃貸保証事業」

×

不動産会社様の日常業務を支援するクラウドサービス
「いえらぶCLOUD」は全国12,000社以上で利用されて
います。また、近年深刻化する「空き家問題」に取り組むメ
ディアの運営や、「おとり広告」を未然に防ぐ独自機能の
開発などを通して、住まい探しをサポートしています。 
いえらぶGROUPは今後も不動産業界のIT化を促進し、
よりよい“住”環境の実現に向けて努めてまいります。

賃貸物件総合管理システム「いえらぶCLOUD」は
【全国12,000社以上の不動産会社様がご利用中！】 
不動産業界No.1の業務管理システム
「いえらぶCLOUD」仲介から管理まで、全ての業務を
一元管理できるオールインワンシステムです。
✔様々な便利機能で業務が楽に！
✔業務効率が上がって売上もアップ！
✔業務の見える化で隠れていたコストも改善！

050-5491-7240 https:// ielove -cloud.jp/

商 品 特 集近日公開予定
！

12 I ONE for ALL




