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社名   STRA株式会社（ストラ株式会社 /STRA Co., Ltd.）
代表取締役（CEO） 石岡章司

本社所在地  埼玉県草加市氷川町 2119－12 ドルチェヴィータ 103 号室
電話番号（代表）  050-5276-0502 ※受付 9 時～ 23 時

取引銀行   りそな銀行  主要取引先  ヴイエムウェア株式会社
   楽天銀行      シスコシステムズ合同会社
         ダイワボウ情報システム株式会社
         ビッグローブ株式会社
         レッドハット株式会社
         ※順不同  
   

主な業務内容  ●SES（システムエンジニアリングサービス）事業　－ stra.co.jp/ses
   ●WEB 事業 － stra.co.jp/web
             stra.co.jp/web-service
             stra.co.jp/campaign/responsive
   ●各種コンサルタント事業

私たち STRA 株式会社は、インターネット関連事業、人材育成・派遣・斡旋事業、

コンサルティング事業の 3 つの柱の事業を主軸に業務を行っています。

人と人との結びつきを大切にし、さらに様々なネットワークを活用した最良のパートナーであり続けること、

常に新しいことへ挑戦し続け、最良のサービスを提供し続けること、

そしてこれらの活動の根底にいつも「自分たちと社会との関わり方」を見据え、

ひとりひとりの「チカラ」が大きなムーブメントを起こして風を呼び、

よりよい社会に向け全員で歩んでゆける会社であり続けます。



エンジニアの皆様と案件スタッフでお悩みの企業
とを結びつける、システムエンジニアリングサー
ビスを行っています。気になる案件があれば、そ
の場で応募ができます。

WEB 制作、企画、コンサルティング、デザイン
はもちろん、開発から運用支援までノンストップ
で幅広く対応しています。みなさまの様々な要望、
お悩みをぜひお聞かせください。

STRAの３つの主軸事業

Best Practice
的確に的を射るように最善策をご提案いたします。

SYSTEM ENGINEERING SERVICE WEB SOLUTION SERVIVE

SEO はもちろん、インターネットシステムに関わ
る経営コンサルティングや IT コンサルティング、
WEB インテグレーション、人材教育、その他さ
まざまな事業を行っています。

CONSULTING ＆ OTHER WORKS



STRAのコンサルティング事業
CONSULTING ＆ OTHER WORKS

企業が抱えるさまざまな IT に関
する問題を深くリサーチ、お客様
のニーズを、より深く知る。

RESERCH

企業が抱えるさまざまな IT に関
する問題を深くリサーチ、お客様
のニーズを、より深く知る。

STRA が擁する経験と技術、SES 事
業で抱える強力なヒューマンリソー
スを駆使して最適なソリューション
をご提案。

RESOURCE

STRA が擁する経験と技術、SES 事
業で抱える強力なヒューマンリソー
スを駆使して最適なソリューション

WEB インテグレーション、開発インテ
グレーション、インフラインテグレー
ションを駆使し多面的にサポート・提
案・開発のサイクルを繰り返してお客
様のベストを目指す。

RESOLVE

IT技術を駆使した経営コンサルティングや、ITコンサルティング、
人材教育など幅広い支援サポートを行っています。



多種多様なエンジニアが日々エントリー

STRA では SES 事業専門のサイトを開設し、
日々優秀な技術者の獲得に向けて取り組みを
しています。大規模案件やWEBインテグレー
ション案件を幾度も経験してきた凄腕エンジ
ニアが豊富に在籍しています。

適材・適所でヒューマンリソースを活用

お客様のニーズに合わせて最適なソリューショ
ンをご提案することはもちろん、必要とあれば
優秀な人材をご紹介させていただき、より密な
お客様の抱える問題解決へ向けてのご提案が可
能です。

ロースキルからハイスキルまで多彩な人材

インフラエンジニアやデータベースエンジニ
ア、プロジェクトマネージャーやネットワーク
エンジニア、プログラマー、さらにはクリエイ
ティブ系や一般事務系の取り扱いがあるのでど
んなソリューションでもご対応が可能です。

IT インテグレーション・WEB インテグレーション

STRA のヒューマンリソースの最大の特徴はど
の人材も豊富なスキルを持っています。特に
IT インテグレーション、WEB インテグレーショ
ンに関してはより注力した人材獲得を行ってい
ます。

STRAのSES事業
SYSTEM ENGINEERING SERVICE

エンジニアの皆様と案件スタッフでお悩みの企業とを結びつける、システムエンジニアリングサービスを行っています。



STRAのWEB事業
WEB SOLUTION SERVICE

ウェブサイト制作・デザイン 
スマートフォン・モバイルサイト制作 
バナー・アイコン・ボタン 
EC サイト・ネットショップ構築・運用 
Web マーケティング・HP 集客 
運営・更新・保守・SNS 運用

Web 制作・Web デザイン�

企画・PR 
リサーチ・分析・解析 
セールス・ビジネスサポート 
資料作成サポート

ビジネスサポート

ロゴ・イラスト・キャラクター 
印刷物・DTP・その他 
POP・シール・メニュー 
看板・地図・インフォグラフィック 
CD・本 
プロダクト・3D

広告デザイン制作・企画�

ライティング 
キャッチライティング
セールスライティング
SEO コンテンツライティング
ネーミング・コピー 
編集・校正

ライティング・ネーミング�

iOS アプリ開発
Android アプリ開発
大規模 WEB サービス開発
GPS ソリューション
クラウド・インフラソリューション
CRM ソリューション

WEB 開発

WEB コンサルティング
SEO コンサルティング
IT コンサルティング

コンサルティング��

WEB制作、企画、コンサルティング、デザインはもちろん、運用支援まで幅広く承っています。
みなさまの様々なWEBに関する要望、お悩みをぜひお聞かせください。



がお客様に守る４つのお約束STRA

ドキュメントをしっかり

細かなお打ち合わせを重ね

ご納得の価格で

Price
プロセスのみにとどまらない

誠実なご対応で

お客様の立場に立って

Honesty
無理のない納期を定め

品質を維持した上での

短納期

SpeedQuolity
プロセス、開発

すべてに一貫した品質

サービスのクオリティーを



プロセスの一部のみではなくビジョンを共有してよりよいサービスに

ご依頼いただくすべての案件は、その案件のみにとどまらず、お客様の全体的なプロセス

を通した、高い位置から俯瞰した上でさまざまな案件のご提案をさせていただいています。

それは単純にご依頼いただいた案件を元に、業務拡大、効率化が図れれば、再度 STRA へ

ご依頼いただき、たがいに成長できると考えているためです。

細かなお打ち合わせ、ご対応をし埋もれた御社のニーズを浮き彫りに

プロセスのみに固執するあまり、御社の真の価値あるニーズを見落とさないよう、私達は

常にお客様とのコミュニケーションを欠かしません。お客様もお気づきではない問題点を

浮き彫りにし、弊社のさまざまな事業（SES、WEB、コンサルティング）のリソースを活用

したソリューションをご提供しています。

はお客様とともに…STRA



私たちSTRA株式会社は、インターネット関連事業、人材育成・派遣・斡旋事業、

コンサルティング事業の3つの柱の事業を主軸に業務を行っています。

人と人との結びつきを大切にし、さらに様々なネットワークを活用した最良のパートナーであり続けること、

常に新しいことへ挑戦し続け、最良のサービスを提供し続けること、

そしてこれらの活動の根底にいつも「自分たちと社会との関わり方」を見据え、

ひとりひとりの「チカラ」が大きなムーブメントを起こして風を呼び、

よりよい社会に向け全員で歩んでゆける会社であり続けます。

人と人との結びつきを大切にし、さらに様々なネットワークを活用した最良のパートナーであり続けること、人と人との結びつきを大切にし、さらに様々なネットワークを活用した最良のパートナーであり続けること、

Answer
ビジネスを成功させるための道筋は決してひとつではありません。

いくつものビジネスの課題をさままな方法で解決する。
それが私たちの使命です。

Speed

Technology
ビジネスを取り巻く多様な技術は日々進化を続けています。
最新の技術からベーステクノロジーまで、私たちは常に注目をしています。

Revolution

ビジネスにおいては大胆な変革が必要な場合があります。
さまざまな角度から状況を精緻に読み取り、
または、風を読むようにビジネスを加速させます。

加速するビジネス環境では、あらゆる場面で迅速に判断し、
的確かつ合理的にマネジメントをする必要があります。

私たちはそんな多様化するビジネス環境において、
常にスピードを意識して日々活動をしています。

社名  STRA株式会社（ストラ株式会社 /STRA Co.,Ltd.）

代表者  石岡 章司
本社所在地 埼玉県草加市氷川町 2119－12 ドルチェヴィータ 103 号室
TEL  050-5276-0502
ホームページ http://stra.co.jp/
メールアドレス info@stra.co.jp

あなたのチカラが、社会のチカラ




