
 

 
 

 

NEWS RELEASE 
 

 

2021年 10月 1日 

 株式会社博報堂プロダクツ 

株式会社テンダ 

 

博報堂プロダクツとテンダ、および東北エリア８社の SI企業が共同で 

「博報堂プロダクツテクノロジーズ東北」を設立 

パートナーネットワークを活用した 400人の開発専門組織によって、 

SI領域の実装・運用機能を強化 

 

総合制作事業会社の株式会社博報堂プロダクツ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：岸 直彦）および株式会社テン

ダ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：中村 繁貴）は、2021年 10月 1日（金）に、「博報堂プロダクツテクノロジー

ズ東北」（以下 HPTT）を設立いたしました。 

 

 

 

 

 

 

昨今、DX（デジタルトランスフォーメーション）のニーズの高まりや、マーケティング・プロモーション領域のデジタルシフトの加速により、

クライアントのビジネス課題がますます複雑化・高度化しています。これらのニーズに応えるためには、AI をはじめとする先端技術、クラ

ウドサービスや様々なテクノロジーを駆使したサービス・ソリューションの実装・運用機能の強化が必要となっています。 

 

HPTTは、博報堂プロダクツ、テンダおよび仙台エリアのSI企業8社の合計10社 約400人以上のエンジニア人材で構成される、

SI開発専門組織です。HPTTの中心となる仙台市は、国家戦略特区として指定されております。現在では「仙台特区」として、主

に「社会起業」「女性活躍」「近未来技術実証」「医療」「公共空間利活用」の取り組みを進めています。また「学都仙台」とも言わ

れ、東北大学をはじめとする総合大学や様々な専門分野で優れた人材の育成を目指す多様な高等教育機関が集積しており、若

い人材が多く集まっています。こうした背景をふまえ、仙台・東北エリアを中心とした企業とともに、クライアントが直面する課題やプロジ

ェクトの特性に合わせて、各社のノウハウやエンジニアリソースを連携させ、最適なチームを編成し課題を解決する拡張性のある SI開

発体制を構築することができました。 

 

これまで博報堂プロダクツが培ってきたデジタル・プロモーション領域における専門性と実施力に、IT領域におけるさまざまな専門領域

を持ったテンダを中心とした SI企業が連携することで実現する、領域を絞らないマルチスキルと、安定的で機動性を持った SI領域の

実装・運用機能を組み合わせることで、クライアントビジネスの競争力向上に貢献します。 



 

■概要 

名称    ：有限責任事業組合 博報堂プロダクツテクノロジーズ東北 

URL    ：https://sendai.tenda.co.jp/hptt/ 

所在地    ：〒135-8619 東京都江東区豊洲 5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント（博報堂プロダクツ本社内） 

設立日    ：2021年 10月１日 

組合員     ：株式会社エスクルー、株式会社ステップ、株式会社テンダ、株式会社ナナイロ、株式会社ニア、 

株式会社 NIXE、株式会社ねこまた、株式会社博報堂プロダクツ、株式会社ヒューマン・ネットワーク、 

ピセ株式会社（合計 10社／50音順） 

 

■主な対応領域 

①システム企画設計、サービスデザイン ②アプリ開発、運用 ③ECサイト構築、運用 ④クラウドプラットフォーム、外部サービス連携 

⑤先端技術の活用 ⑥SFA/CRM、BI マーケティングツール導入 

 

■組合員企業概要（50音順） 

社名    ：株式会社エスクルー 

本社所在地  ：〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2丁目 10-33 第 2日本オフィスビル 6階 

代表者    ：代表取締役 伊藤 正則 

資本金    ：4百万 

事業内容    ：システム開発事業、WEB サイト開発事業、ソーシャルアプリ開発事業、SP コンサル・制作事業 

従業員数    ：26名（2021年 4月 1日現在） 

 

社名    ：株式会社ステップ 

本社所在地  ：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 1丁目 6番 35号  東京建物仙台ビル 18階 

代表者    ：代表取締役 鈴木 茂 

資本金    ：13百万円 

事業内容    ：システム開発、保守サービス、教育事業 

従業員数    ：172名（2021年 4月 1日現在） 

 

社名    ：株式会社テンダ  

本社所在地  ：〒170-6057 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60（57階） 

仙台支店    ：〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-16-10 メットライフ仙台本町ビル 13階 

代表者    ：代表取締役社長 中村 繁貴 

資本金    ：283百万円 

事業内容    ：ビジネスプロダクト事業、IT ソリューション事業、ゲームコンテンツ事業 

従業員数    ：229名（2021年 6月 1日現在・グループ連結） 

 

 

 



 

 

社名    ：株式会社ナナイロ 

本社所在地  ：〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目 3番 10号 

代表者    ：代表取締役社長 中嶋 竜大 

資本金    ：20百万円 

事業内容    ：ソフトウェア開発、ウェブサイト制作、デザイン、コンサルティング 

従業員数    ：103名（2021年 4月 1日現在）  

 

社名    ：株式会社ニア 

本社所在地  ：〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋 1丁目 7番 15号 ピースビル五橋 6F 

代表者    ：代表取締役社長 木皿 譲司 

資本金    ：30百万円 

事業内容    ：各種イベントの企画、立案、制作及び設営業務、インターネットのウェブサイトの企画・制作・運営及び管理、 

コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、設計、開発 

従業員数    ：39名（2021年 4月 1日現在） 

 

社名    ：株式会社 NIXE 

本社所在地  ：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4丁目 7番 17号 SS仙台ビル 4F 

代表者    ：代表取締役 土井 康裕 

資本金    ：2百万円 

事業内容    ：ウェブサイト制作事業・システム開発、ソーシャルゲーム開発・運用・企画、3DCG・2D アニメーション制作、  

イラスト制作、ゲームサポート、デバッグ事業 

従業員数    ：40名（2021年 4月 1日現在） 

 

社名    ：株式会社ねこまた 

本社所在地  ：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目 5-1 大一野村ビル７階 

代表者    ：代表取締役 齋藤 昌秀 

資本金    ：10百万円 

事業内容    ：WEB システム開発、モバイルシステム開発、AI、Blockchain、IoT 

従業員数    ：14名（2021年 4月 1日現在） 

 

社名    ：株式会社博報堂プロダクツ 

本社所在地  ：〒135-8619 東京都江東区豊洲 5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント 

代表者    ：代表取締役社長 岸 直彦 

資本金    ：1億円 ［株式会社博報堂（100%出資）］ 

事業内容    ：総合制作事業 

従業員数    ：1,911名（2021年 4月現在） 

 

 



 

 

本件に関するお問合せ 

株式会社博報堂プロダクツ  広報部 旗本・内田            株式会社テンダ  広報担当 三品 

TEL：03-5144-7228             TEL：03-3590‐4100 

MAIL:hp.koho@hakuhodo.co.jp      MAIL:pr@tenda.co.jp 

社名    ：株式会社ヒューマン・ネットワーク 

本社所在地  ：〒981-3133  宮城県仙台市泉区泉中央 1丁目 7-1  地下鉄泉中央駅ビル 

代表者    ：代表取締役 小野寺 大 

資本金    ：7百万円 

事業内容    ：システム事業、コンビニエンスストア事業 

従業員数    ：140名（2021年 4月 1日現在） 

 

社名    ：ピセ株式会社 

本社所在地  ：〒105-0012 東京都港区芝大門 1-3-8 VORT芝大門 II6F 

仙台支店    ：〒984-0075 宮城県仙台市若林区清水小路 6-1 東日本不動産仙台ファーストビル 4F 

代表者    ：代表取締役 久保 公利 

資本金    ：50百万円 

事業内容    ：スマートフォン・タブレットアプリ開発（企画、設計、デザイン含む）、保守全般, Webサイトデザイン・制作、 

業務用システム開発・保守全般、ネットワーク設計・構築・保守全般、導入・教育サポート 

従業員数    ：130名（2021年 4月 1日現在） 

 

※ 文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。  

※ この情報は発表日現在の情報です。検索日と異なる可能性がございますのであらかじめご了承ください。  

※ ロゴ画像データをご用意いたしております。お気軽にお問い合わせください。  

※ 本 NEWS RELEASE は、博報堂プロダクツとテンダで共同配信を行っています。 


