




本当の長期成長を目指して

代表取締役社長 速水浩二

私たちSEホールディングス・アンド・インキュベーションズ［SEH&I］グループは、情報産業を

はじめとする市場の成長に積極的に寄与することで、社会に貢献しながら自らも成長していく

ことを目標とする企業集団です。すなわち、技術・サービスの進化が我々の進化の背景であり、

産業・市場全体の成長が我々の成長の基盤なのです。また対象市場を活性化し、新しいプレー

ヤーの参加を喚起するため、事業者のインキュベーションを積極的に行っています。「対象市

場全体に亘って事業基盤を構築することで、個別事業のリスクを減少しつつ、全体の成長効率

を向上する」という経営方針のもと、常に最適な事業会社群の構成を目指してグループ形成に

取り組みます。SEH&Iグループは、長期にわたる社会への貢献と自らの発展を実現させるた

め、「本当に正しいことに取り組み続けていくこと」を基本的な価値観としています。事業活動

を通じたIT技術・サービスへの貢献による社会的寄与、業績向上への努力による資本市場へ

の寄与、納税や雇用の創出による社会基盤への寄与など、こうした社会的価値永続的に実現

できる企業集団を目指して、高い志を持ち、全社一丸となって邁進してまいります。



未来を創出するコアコンピタンスの融合

SE Holdings and Incubations Group

IT技術情報の
発信・提供

インターネット&モバイル
サービスの提供

IT関連企業支援

IT技術者教育と
人材関連サービス

IT技術を活用した
店舗展開

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ［SEH&I］グループは平成18年10月、

それまで株式会社翔泳社として培ってきた出版事業、ソフトウェア・ネットワーク

サービス事業、コーポレートサービス事業などのすべての事業を、新たに設立された

グループ会社が引き継ぐことで、SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ

株式会社を純粋持株会社とする企業集団として誕生しました。現在、より高い効率性

と機動性を備えた新たな事業体制のもとで、

■ IT技術情報の発信・提供

■ インターネット モバイルサービスの提供

■ IT関連企業マーケティング支援

■ IT技術を活用した店舗展開

■ IT技術者の育成と人材関連サービス

の5つを戦略的投資分野と位置付け、IT市場における積極的なインキュベーション、

企業集団の形成を行いながら、事業価値の最大化に取り組んでいます。



出版ビジネスは多様な進化を遂げようとしています。翔泳社は、質の高いコンテンツの提

供をコアコンピタンスとし、最新のテクノロジーを中軸に、エデュケーション、パーソナル

コンピューティング&デザイン、そしてビジネス&カルチャーという4つのテーマのもとで事

業を展開しています。書籍、雑誌といったペーパーメディアはもちろん、電子書籍やeラ

ーニング、Webマガジン、ソフトウェア、イベント、セミナー、通信教育等、さまざまなメデ

ィアへ、最適にカスタマイズされたコンテンツを提供します。

モビリティ、クラウド、ネットワーク、セキュリティ、データベース、プログラミング等、情報社会を支

えるコアテクノロジーに関するコンテンツとともに、ヒューマンスキルやコミュニケーションスキル等、

開発プロジェクトのマネジメントに必要とされる最新のコンテンツを提供します。

■ テクノロジー

ITベンダーや公的機関が主催するアプリケーション操作レベルから高度な開発運用スキルに至る技

術系資格を中軸に、金融、法律、福祉等の一般資格までの幅広い試験対策情報を提供します。あわ

せて、ビジネススキル向上、キャリアアップ支援のためのさまざまなコンテンツも提供しています。

■ エデュケーション

生活者がより充実したデジタルライフを送るためのコンテンツをベースに、急速に普及が進むソー

シャルサービス、スマートフォン、タブレット等を活用するための最新のコンテンツを提供します。あ

わせて、Webデザイン、DTP、CG等の入門者からプロフェッショナルに至るまで、最適なコンテンツ

も提供しています。

■ パーソナルコンピューティング & デザイン

マネジメント､マーケティング､ファイナンスといったテーマを中軸に、ビジネスマンの日々のスキル＆

キャリアアップを支援する最新のノウハウから、ボーダレス化が加速的に進む現代のビジネスニーズ

に応える"真に役に立つ"コンテンツまで提供します。

■ ビジネス & カルチャー

SEshop.comは、プログラマー、エンジニアからビジネスユーザーまで、コンピューティングに関わる

すべての人のためのオンラインショップです。翔泳社の出版物や電子書籍をはじめとし、雑誌・ダ

ウンロード・セミナーを組み合わせた年間購読サービス、オリジナル調査データ、各種セミナーチケ

ットなどの販売をしております。また、開発者向けのソフトウェアについては1,500点を超える品揃え

を誇ります。

■ エスイーショップドットコム

質の高いコンテンツを集積させ、新しい出版ビジネスへ

厳しい合格率により、大きな価値を持つ国家資格である電気主任技術者は、不況時に
おいても高い企業ニーズを維持しています。また、各種施設から一般住宅までの電気
工事作業に従事する電気工事士は、就職に強い国家資格として、年々受験者数が増加
しています。ベテラン講師の経験に裏打ちされた、動画・書籍・講習会を組み合わせ
た良質なコンテンツと、専門スタッフによる効果的なサポートで、資格試験突破のた
めの教育サービスを提供しております。

電気技術のための教育事業を展開

Technology Information

Technology Information

http://www.shoeisha.co.jp

http://www.shoeishaacademy.co.jp



Mobile & Online

SEモバイル•アンド•オンラインは、ネットワーク時代のパイオニアとして、常に最先

端の技術・サービスを追及し、お客様の満足とIT市場の発展に取り組んでいます。豊富

な技術情報をベースにしたモバイルコンテンツ事業やソーシャルゲームなどを中心と

したゲーム開発・運営、企業向けのシステム開発など多様な新技術に対応した事業を

行っています。

http://www.semo.co.jp

モバイルコンテンツ初期からの豊富な経験を元に、急拡大を続け

るスマートフォン市場について有料・無料のコンテンツやアプリの

自社開発・運営やコンテンツ開発・運営の受託を行っています。

■ モバイル事業

ゲーム市場での多くの開発実績と技術力を背景に、多様化す

るインターフェースで様々なジャンルのゲームを開発していま

す。特にソーシャルゲームなどで多くの企業に開発・運営のサ

ービス提供や共同開発・運営などを行っています。

■ ゲーム事業

多様な技術やデバイスに展開できる柔軟な技術力を武器に、お

客様のニーズに応えるシステム開発を行っています。

■ システム開発

ネットワーク時代のパイオニアとして



IT Business Support

クラウドコンピューティングの台頭やスマートフォン、タブレットPCに代表される様々

な情報端末の広がりによって、オンラインメディアの活用はより豊かなものとなって

きました。それゆえ企業は、製品情報やブランド展開のコスト効率を上げ、より効果

的な結果をもたらすためのマーケティング戦略の転換を迫られています。更新される

メディア環境のなかで常にSEデザインはマーケットに対する企業のコミュニケーショ

ンのあり方を追求し、各々の企業や製品・サービスにとって最適なコミュニケーショ

ンをデザインします。 

多様で複雑な情報経路を通して企業や製品ブランドを訴求する

には、強いアイデンティティとフレキシブルなメディア戦略が

重要です。さらに効果的なプロモーションを展開するためのブ

ランドデザイン。的確なターゲット分析と、印刷とオンライン

メディアを複合的に組み合わせた配信計画。イベント、セミナ

ーの運営、集客プロモーション計画。リード獲得の工夫。そし

て、これらを一貫するデジタルアセットマネジメント。SEデザ

インは、これらのコンテンツの編集からデータベース構築に至

るまでの統合的なコミュニケーションデザインを実現します。

企業の持つ情報を最もふさわしい方法で有効にマーケットへ届

けること。その新しいマーケティングコミュニケーションをア

ウトソーシングサービスとしてご提供いたします。

企業のマーケティングコミュニケーションを支援

http://www.sedesign.co.jp

企業価値を創造するコミュニケーションのデザイン

  



Real Interface for IT

IT技術をベースとした一般娯楽として、広く永く親しまれてきたゲームセンター。首都
圏で展開する「Game Goose」では、オンラインゲームなど最新のコンテンツで新
たな娯楽を、幅広い消費者に向けて提供しています。

最新のコンテンツを加えた娯楽空間

http://www.gamegoose.co.jp

「癒し」と「休養」とを独自のコンセプトで提供するリラクゼーションスペース
ストレス社会と呼ばれる昨今、様々なものの電子化が進み、心と身体の「休養」は

日々の生活の中で重要な役割を持つようになりました。当サロンでは、「癒し」と

「休養」とを、メニューやセラピストの手技だけでなく、店舗の空間演出においても

提供する工夫をしています。Rilassa（リラッサ）とは、イタリア語で「くつろぐ、リ

ラックスする」を意味し、お客様の癒しと休養のお手伝いをし、IT技術発展の裏側に

ある様々なストレスからの解放を提案しています。

http://rilassa.jp/



IT Education & HR for Medical & IT

SEプラスは、SEH&Iグループにおける人材・教育サービス提供会社として、2001年より

人材紹介/ITエンジニア派遣/IT教育関連事業を展開し、2013年度より医療業界にも進

出。現在はIT企業向け教育サービス、コメディカルスタッフ(臨床検査技師・診療放射線

技師・治験コーディネーター等)を対象とした医療分野の人材紹介、理学療法士・作業療

法士等介護分野対象の人材紹介、医療ITエンジニア派遣を、当社ならではの「OnlyOne

サービス・ソリューションの提供」に拘り事業展開を拡大しております。

優秀な人材の確保ならびにスタッフ教育の重要性が問われる近年、SEプラスは今後も

IT・医療/介護分野における「人材・教育」事業を柱とし、その中で常に当社ならではの

OnlyOneサービスの開発を続けていくことで、クライアント様の課題を解決するソリュ

ーションの提供に努めてまいります。

ITエンジニアとコメディカルスタッフに向けたプロのキャリアデザイン提案

http://www.seplus.jp

当社提供サービス ■情報処理資格試験対策　ハイブリッド型eラーニング「独習ゼミ」

 IPA認定の午前免除対応の基本情報技術者コース等、合格に導く充実した内容
 http://www.seplus.jp/dokushuzemi/

■定額制研修「SEカレッジ」等技術研修提供サービス

 IT企業に特化した定額制研修サービス「SEカレッジ」等、当社独自の研修を多数用意

■医療機関・医療分野向けITエンジニア派遣サービス

 医療分野に特化し、医療情報技師の資格等社内育成も対応

■人材紹介サービス(医療分野・介護分野)

 現在運営中のコメディカル向け・介護向け求人サイト一覧

 臨床検査技師JOB　http://mtjob.jp/

 診療放射線技師JOB　http://rtjob.jp/ 

 CRC(治験コーディネーター)JOB　http://crcjob.jp/ 

 CE(臨床工学技士)JOB　http://cejob.jp/ 

 英語看護師JOB　http://eigokangoshijob.jp/　

 内科医アルバイトJOB　http://drjob-arbeit.jp/

 理学療法士JOB　http://ptjob.jp/

 作業療法士JOB　http://otjob.jp/ 

 



1985 昭和60年 12月 　東京都千代田区麹町に、資本金2,000千円で株式会社翔泳社を設立。
   　コンピューターソフトウェアのマニュアル受注制作事業を開始。

1987 昭和62年 3月 　書籍流通の取次口座を取得。「日本語Windowsプログラマーズガイド」を
   　出版し、パソコン関連書籍の出版事業を開始。

1988 昭和63年 4月 　IT関連企業のパッケージデザイン、ブランドデザイン、CI、空間デザインなどの
   　事業を開始。

1992 平成4年 12月 　本社を東京都渋谷区神宮前に移転。

1995 平成7年 4月 　ゲーム開発局を新設し、ゲーム開発事業を開始。

1996 平成8年 1月 　グラハム・ハンコック著「神々の指紋」 (上・下) 刊行。 
   　約225万部のベストセラーとなる。

1998 平成10年 3月 　アミューズメント施設運営事業を開始。品川区武蔵小山に「Game Goose」
   　1号店オープン。
　 　 7月 　本社を東京都新宿区舟町に移転し、全部局を統合。
　 　  　EXAM PRESSシリーズを刊行。以降資格試験対策書籍を拡充。
　 　 9月 　当社株式を日本証券業協会に店頭登録。
   
1999 平成11年 4月 　ゲーム開発局をソフトウェア・ソリューション局へ組織変更。
   　一般システム受注、携帯電話向けソフト開発事業を開始。
　 　 7月 　IT技術者向けコマースサイト「SEshop.com」をオープン。
   
2000 平成12年 12月 　自社書籍をテキストとするe-learningサービス「独習ゼミ」の販売を開始。

2001 平成13年 7月 　HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESSシリーズの第一弾として
   　「イノベーションのジレンマ」を刊行。
　 　 11月 　IT関連の職業紹介事業の運営を目的として、子会社株式会社翔泳社
   　人材センター（現株式会社SEプラス）を設立。

2003 平成15年 2月 　IT開発技術者向けセミナーイベント「Developers Summit」の定期開催を開始。  
　 　 11月 　携帯電話向け懸賞サイト「LOTO!LOTO!」をオープンし、モバイル広告事業を開始。

2004 平成16年 12月 　日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所
   　（現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)）に株式を上場。

2005 平成17年 6月 　システム開発者向けWebマガジン「CodeZine」をオープン。
   
2006 平成18年 7月 　オンラインマーケティングのための実践Webマガジン「MarkeZine」をオープン。
　 　 10月 　SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社へ社名変更。
   　会社分割により純粋持株会社へ移行。

2007 平成19年 7月 　株式会社翔泳社はITプロのための実践Webマガジン「EnterpriseZine」をオープン。
　 　 12月 　株式会社翔泳社はWeb媒体「MarkeZine」および「MONEYzine」の
   　ニュースコンテンツをYahoo！ニュースに提供開始。
   
2010 平成22年 4月 　ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、
   　大阪証券取引所(JASDAQ市場）（現東京証券取引所JASDAQ（スタンダード））に上場。
　 　 7月 　株式会社翔泳社は株式会社ファーストアカデミーの全株式を取得し子会社化。
   　それに伴い株式会社ファーストアカデミーは株式会社翔泳社アカデミーへ商号変更。
　 　  
2011 平成23年 4月 　有価証券投資事業を行う子会社SEインベストメント株式会社を設立。

2013 平成25年 7月 　大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合により、
   　東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。

沿革





東京都新宿区舟町5番 〒160-0006   TEL.03-5362-3700（代表） FAX.03-5362-3704
http://www.sehi.co.jp
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