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株式会社iApartment 

代表取締役　吉村 直也 

大学卒業後、コスメ関連のECサイトの運
用・立ち上げを経験した後、2007年イン
ベスターズクラウドに入社。デジタルマー
ケティング及び、CRM･SFAの開発を行い、
独自の集客モデルを確立。 
平行して社内システムの開発、効率的な運
用・管理ができる体制を構築。 
また、ORACLEのソリューションを活用
し、ソーシャルの重要性やマーケティング・
オートメーションの実用化を推進。

個人紹介
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（元 IC 執行役員 IT本部 本部長）

（株式会社インベスターズクラウド子会社）



【社　名】株式会社インベスターズクラウド　　　　　　 
【英　文】investors cloud co., ltd. 
【本　社】東京都港区南青山2-27-25 
【代表者】代表取締役　古木 大咲 
【設　立】2006年1月 
【資本金】6億192万円 
【従業員】212名 
【売上高】約215億円 
【平均年齢】30.8歳 
（2015年12月）
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企業紹介



創業時より1棟として同じ建物は無い。 
また昨年は、投資物件として収益性・デザイン性の 
バランスがとれたアパートを実現した当物件が、グッドデザイン賞を受賞。

Concept
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→インベスターズクラウドは、 
 「不動産」という在庫を持たない 
　マッチングビジネスを展開
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事業内容
・アプリではじめるアパート経営 

・アプリではじめるスマートライフ 

・ネットで賢くリノベーション 

・不動産投資型クラウドファンディング 

「TATERU」の開発・運営 

「TATERU kit」の企画 

「スマリノ」の開発・運営 

「TATERU FUNDING」の企画・運営 



不動産市場の現状
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・未だに業者間では FAX・電話が主流 
・中古住宅流通は欧米と比べ少ない 
・外資系ホテルの日本展開 
・2015年、IT重説の社会実験スタート 
・民泊推進の為、規制緩和 
・ブロックチェーンで登記・権利にシステム

→不動産はデータの集まり 
　個人情報より多くのデータを扱い 
　その情報は更新される。 
　それにも関わらず、IT化は加速せず。



リアル×IT
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ITを活用し、不動産に特化した開発 
・売上（SFA・CRM） 
・効率（土地情報・施工管理） 
・管理（Workflow） 

上から順に優先順位が「高→低」 
いずれも、要件を満たすシステムが無く 
自社で開発する以外に術がない

→いずれも短期間で自社開発。
多拠点での展開や、規格統一の為、 
クラウド化をすすめる。



リアル×IT
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まず「売上」に直結する 
SFA（Excel）をクラウド化 

・顧客管理方法の一元化 
・マネージメントし易い仕様に 
・フィードバックとマニュアル化 
・広告管理と連携 
・土地情報と連携 
・MA化を予定

→効率的なPDCAが可能に。



リアル×IT
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次に「効率」に関係する 
土地情報（VB）をクラウド化 

・入力方法の一元化 
・マネージメントし易い仕様に 
・SFAと連携

→いつでも販売可能な 
　土地情報が提案可能に。 
　更にクラウドを活用しスピード増し。



リアル×IT
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次に「効率」に関係する 
施工管理（Excel）をクラウド化 

・入力方法の一元化 
・期限によりタスクし、見える化 
・Workflowと連携

→拠点・オペレーターに依存しない形で、 
　すべき事が明確になりPDCAが可能に。　



リアル×IT
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最後に「管理」に関係する 
Workflow（メール）をクラウド化 

・入力方法の一元化 
・マネージメントし易い仕様に 
・施工管理と連携

→社内メールを利用しない環境に。 
　社内業務の効率化へ。



課題と解決方法
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オンプレ・既存の利用している 
クラウドサービスでは制限が多い。 
（コスト・スペック・管理 が課題） 
事業の多角化・展開スピードと 
成長の拡張性を重視。 
他のWEBサービスでは実現出来ない 
柔軟なスケーラビリティ及びスピードが 
今後の展開で必要であると判断。

→迅速に可用性のある環境構築の為 
　世界基準のAWSの利用
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いままでの実績を、社外にも提供したい。 
社会に対して貢献できる事 
未来を引き寄せ、暮らしを豊かにする。 
不動産・建設の領域を超えて 
人の生活を変える環境つくりをしたい。 

誰もが 利用したことがある住宅の設備を 
IoT機器に置き換えることで実現する世界。 
（AWSでゼロベース始動） 

電力を抑え、リアルと乖離しない形で 
次の世界へ提案する機器…

Smart Interphone（kit）開発



Smart Interphone（kit）開発
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＜Smart Interphone 機能＞ 
・スマートフォンからの 
　インターホン受話・応答が可能。 

・室内・室外機器のカメラを利用し 
　スマートフォンから確認が可能。 

・来訪者履歴記録。 

Smart Interphone（kit）開発

→利便性＋セキュリティを提供
セキュリティの為だけに、 
高額なイニシャル・ランニングコストを 
払う必要が無い。
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作れるモノからは考えない。 
目的を達成するための最短の手段として 
Smart Interphone開発に着手。 

必要とされ、拡張性のある機器を 
リアルと調和した形で実現を目指す。

→既存の機器に、機能をプラスし 
　メーンを「モニター」にする事で 
　今まで実現出来ない事が可能に。

Smart Interphone（kit）開発
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構想は、2014年から。 
国内・海外製品を調査。 
いずれも実用レベルのモノは見つからず。 

とあるベンダーに依頼。 
開発概算で1,000万オーバー。 
開発期間1年～。 

しかも、アプリ開発経験ゼロ。 
サーバー知識もほぼ皆無。 
実現できるかどうかは不明瞭。 

そんな時 ．．．

Smart Interphone（kit）開発

→断念
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Smart Interphone（kit）開発

→IoT機器 開発の依頼。 
　2015年7月からプロトタイプ作成開始。 
　同年12月、実証実験開始。 
　量産化の体制へ。 
　年内よりインベスターズクラウドの 
　物件に設置開始予定。

株式会社FORMULA 
代表取締役　西野 充浩 

大学卒業後、電子部材メーカー 
Flextronicsに就職した後、 
PCH Internationalにて日本支社代表を 
経験、企業のハードウェア開発・製造の 
受託や、ビジネスの効率化を推進。
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「株式会社iApartment」設立

【代表取締役】吉村 直也 
【取締役】西野 充浩 
【設立】2016年4月1日 
【資本金】1,000万円 
【事業内容】 
　・IoT機器の開発・製造・販売 
　・アプリケーション開発 
　・システムの構築及び運用保守サービス

→IoT機器の開発のスピードを上げ、 
　より専門的な開発を行う為。



AWS利用サービス
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System Architecture
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設計・構築のポイント
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【ELBの設置】 
　複数の端末から映像・音声の配信を 
　想定しているので帯域の確保の為 

【EC2を分けて設置】 
　スケーラビリティ・負荷分散の為



設計・構築のポイント
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【Web Socket Server の設置】 
　リアルタイム性を高めるため。 
　また、独自のプロトコルで通信し、 
　スピードとセキュリティを担保。



設計・構築のポイント
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【Amazon ElastiCache】 
　共有メモリとして利用。 
　EC2サーバをクラスタリングし 
　複数台に負荷分散した時に 
　EC2インスタンス間で 
　情報共有するため。 

【Amazon SNSの設置】 
　主にPush通知として利用 
　スケールが容易である事、 
　複数のプラットフォームに 
　対応しているので、 
　拡張性にも優れている。 

【Amazon CloudWatch】 
　EC2, ELB, RDSの各種情報を監視



過去の設計では…
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現在の構成の前に「EC２」のみで 
稼働しているパターンもあった。 

スピード重視の開発のため 
プロトタイプで利用。 

今はスケールしても大丈夫な仕様で構成。

→まずは、即 動かす事ができ、 
　やめる事も容易。 
　それが最短で実現できるのがAWS。



拡張機能予定
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センサー セキュリティー 
・破錠・破壊などの検知・通知 
・騒音検知・通知 

→人間には出来ない事の実現 

IR（赤外線）通信 
・室外から、ライト・エアコン・ 
　カーテン・テレビ・加湿器等 
　リモコン操作が可能に。
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拡張機能予定
インフォメーションサービス 
・コンシェルジュ機能 
・外国語対応デスク 
・管理理会社とのコミュニケーション機能 
・地域情報配信 
・災害情報配信
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スマートライフの実現
様々な機能を必要な分だけ提供。 
スマートフォンやタブレットから 
アプリでスマートキーを操作したり、 
照明の明るさ・エアコンの温度調整も、 
どこからでもコントロール可能に。 

ユーザーのライフスタイルに合わせて、 
提供するための機能を拡張予定。



民泊サービスでの活用 

通話はWEBでも管理できるので、 
日本語はもちろん、 
英語・中国語・韓国語も対応可能。 

スマートロック・タブレットカメラにて 
物件管理も行うことができますので 
日々の管理も軽減。

活用事例
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ユーザー様・興味のある企業様の 
ご意見・要望にて 
機能・フローのブラッシュアップ。 

運用フローを確定しつつ、 
機器の開発・改良を。

実際にテスト運用を行って



HEMS・ECHONET Lite 等も 
候補として検討。 

もっとも早く良いサービスを 
提供する為、自社にて規格を作り 
プラットフォーム化も。 

自社だけでなく 
協力可能な企業様が御座いましたら、是非！

どこにもない価値を 
提供する会社でありたい。

今後の展望
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次の世界を創る仲間を募集
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①Ruby / Rails、Node.js、 
　Linux、Git、AWS構築に長けているなど、 
　秀逸な技術力をお持ちの方。 

②電気・機械系 エンジニア 
　挑戦する事が好きな方。 

下記URL、弊社HPより応募を！ 
http://www.e-inv.co.jp/cp/recruit/



ご静聴、ありがとうございました。


