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企業理念

I Tフリーランスの社会的地位が

より一層高まる社会を創り上げていきます。

昨今、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)やデータ活用が叫ばれるようになり、IT人材不足がますます問題に上がる

ようになりました。コロナ渦においてもIT人材の需要は高まり、ITフリーランスエージェント事業を主軸とする当社も、リモート案件の

開拓強化などエンジニアと企業様のニーズに合わせて活動してまいりました。

私たちは創業から変わらず、ITフリーランスの方々が安心して働ける環境を提供し、企業様の事業発展に欠かせない存在として

認知され、その活躍の場を広めていくという強い思いを持っています。その理念は社員一人一人にも浸透しているため、常にエンジニア

と企業様の目線で考えながら共に日々成長しています。

社会的に「フリーランス」という言葉も一般的になってきましたが、それは当社が働きかけてきた事でもあるので、素晴らしい事だと

感じています。半面、当社と同じような事業を行う競合となる企業も増えてきていますが、それも広い視野でみるとフリーランスが

働きやすい社会になっているいうことで良い事だと捉えています。

今後も、更なる成長を望むエンジニアに対して、スキルアップから安定的な仕事の確保、ライフプランニングまでトータルサポートして

いきます。

企業様に対してもこれまで以上に、同じ目線に立ち、適した人材ソリューションの提供とプロジェクト成功のために尽力いたします。

また、ITフリーランスのエージェント事業だけでなく、福利厚生サービスやスキルアップ支援など、様々なサービスを拡大、提供していき、

「ITエンジニアを総合的にサポートしている会社」にしていく事が目標です。

これからもITエンジニアの方々ならびに、優秀なIT人材を求める企業様を誠心誠意サポートし、共に成長しながら歩んで参ります。

代表取締役社長　髙田 幹也

創業から30年。

これからも ITエンジニアと

共に歩んでまいります。

FROM THE  PE-BANK
ごあいさつ



会 社 名 : 株式会社ＰＥ－ＢＡＮＫ

創 　 立 : 1989年（平成元年）5月1日

代 表 者 : 代表取締役社長 髙田 幹也

資 本 金 : 3億1,295万円

従業員数: 78人 ※2022年8月末現在

就業しているITフリーランス数 : 2,239人 ※2022年8月末現在

決算概要: 取扱高   174億円 ※2022年8月末現在

 　　売上高   19億円 ※2022年8月末現在

一般労働者派遣事業  派１３－３０３３１９
有料職業紹介事業 １３－ユ－３０３４５３

●グループ会社

株式会社MCEAホールディングス

アスノシステム株式会社

●関連団体 

一般社団法人ITフリーランス支援機構（略称：AITF）

一般社団法人 日本個人情報管理協会（略称：JAPiCO）

グリーンIT協同組合

全国ソフトウェア協同組合連合会（略称：JASPA）

●加入団体 

一般社団法人愛知県情報サービス産業協会（略称：AIA）

一般社団法人神奈川情報サービス産業協会（略称：KIA）

一般社団法人広島県情報産業協会（略称：HIA）

一般社団法人福岡県情報サービス産業協会（略称：FISA）

一般社団法人宮城県情報サービス産業協会（略称：MISA）

NPO法人 日本情報技術取引所（略称：JIET）

香川県情報サービス産業協議会（略称：KISA）

北九州情報サービス産業振興協会（略称：KIP）

埼玉ソフトウェア事業協同組合

埼玉県情報サービス産業協会（略称：SISIA）

首都圏ソフトウェア協同組合（略称：METSA）

静岡県ソフトウェア事業協同組合（略称：SSA）

宮城県ソフトウェア事業協同組合（略称：MISPA）

会社概要 沿革
平成元年5月 首都圏コンピュータ技術者協同組合設立

平成12年8月 関西営業所(現：関西支店)の開設

平成15年7月 東北営業所(現：東北支店)の開設

平成16年4月 北海道営業所(現：北海道支店)の開設

平成17年9月 名古屋営業所(現：中部支店)の開設

平成19年10月 協同組合を株式会社に組織変更。
 首都圏コンピュータ技術者株式会社となる。

平成19年12月 シゲル情報サービス株式会社　他7社と合併
 ジュードシステムズ株式会社、株式会社流通
 戦略総合研究所を子会社とする。
 九州営業所(現：九州支店)の開設

平成22年9月 広島営業所(現：広島支店)、
 岡山営業所(現：岡山支店)の開設

平成24年4月 福岡コンピュータ技術者協同組合との事業統合

平成25年3月 一般社団法人日本個人情報管理協会(JAPiCO)
 認定パートナーとなる。

平成25年6月 JAPiCOの運営支援事業を開始

平成25年8月 JISQ15001(JAPiCOマーク)取得

平成26年9月 IT技術者ブランド化プラットフォーム構築事業
 「Pe-BANK」を開始

平成27年9月 MCEAグループのホールディングス化に
 ともない株式会社PE-BANKに社名変更

平成30年10月 創業30周年プロジェクト「エンジョニア」発表／
 イメージキャラクターに俳優・要潤を起用

令和2年9月 本社派遣営業部を設立
 会員向けサービスサイト「サポートプラス」を開始
 横浜営業所を開設

令和3年9月 神戸営業所を開設
 北九州営業所を開設

JQA-IM-0894
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BUSINESS  DETAILS  1
事業内容・PE - B ANKの特徴1

ITフリーランスエンジニアエージェント事業・ITエンジニア派遣事業・ITエンジニア紹介事業

ITフリーランス/ITエンジニア向け
セミナー事業

ITフリーランス/ITエンジニア向け
福利厚生事業

主な事業

必ず個別面接を実施し、技術スキルや
ヒューマンスキルを満たすか確認しています。
所属にはPE-BANK独自のプロ基準遵守を
義務化、プロとしての意識を高めています。

01

信頼できる人材

SE、インフラエンジニア、コンサル、PM
などの豊富な経験に加え、事前にセキュリ
ティ教育も受講。スムーズにプロジェクト
に参画出来ます。

02

高スキル人材

個人事業主としての意識と責任感を有し、
向上心が高く、能動的に業務に取り組める
人材ばかりです。

03

責任感の強い人材

PE-BANKがご紹介する「プロエンジニア」とは

PE-BANKは全国に12の拠点を設けているため、各地域の企業様もエリアごとのエンジニア
のアサインが可能です。また現在は住まいを限定しないリモートワークでプロジェクトに
参画可能なITエンジニアも多数所属しています。

全国にエンジニアが在籍

多彩なエンジニアのいるプロ集団です！

■開発から管理まで任せられる、高い技術を持ったエンジニア陣 ■創業以来の豊富な知見を活かし、最適なエンジニアをご紹介

所属しているエンジニアに対して、福利厚生やスキルアップサポートだけでなく、イベント
の実施などによりコミュニケーションを図っているため距離が近く、厚く支援をしている
ため、エンジニアが実務に集中できる環境を整えており、さらに業務の悩みなどの相談も
営業担当よりこまめに行い、安定して稼働していただけます。

契約後も安定稼働に向けてサポート



BUSINESS  DETAILS  2
事業内容・PE - B ANKの特徴2

サービス登録者数（2022年現在）

40,000人
突破！

20,000人
2016年 2019年 2022年

多くのエンジニアに選ばれています
Pe-BANKへの登録エンジニア数は毎年増加しており、2022年には
40,000人を突破し、それに伴い稼働エンジニア数も増加しております。

プロエンジニアも全国に
日本の人口分布に比例する形でプロエンジニアも全国に所属している
ため地方に拠点を構える企業様にも居住が近いエンジニアをアサイン
可能です。

分野別分布

オープン
WEB系開発

Java
JavaScript
python
php
…etc

61%

クラウド
N/W
セキュリティ

インフラ系 13%
PM
PMO
ディレクター

PM・PMO
ディレクター11%

loT
ロボット
半導体

凡用系
組込み制御 9%

その他 6%

中部

10.9%
中国・四国

10.6%
関西

13.9% 北海道・東北

6.6%
関東

51.4%
九州

6.6%

プロエンジニアの在籍年数
10年以上

23.3%
1年未満

15.4%

1年以上3年未満

22.9%

3年以上5年未満

16.7%

5年以上10年未満

21.7%

長期在籍エンジニア多数！
所属エンジニアは、フリーランスでありながら60%以上が3年以上在籍
しておりますので、長期プロジェクトも安心してお任せください。

経験豊富な即戦力のミドル層が活躍しています
ITフリーランス歴が10年以上の経験豊富な人材が多数所属してい
ます。さらに近年は20代、30代の若い世代も活躍しています。

40～44歳

27% 35～39歳

23%

30～34歳

14%

45～49歳

22%

50歳～

7%
～29歳

7%

PE-BANKがどんな会社で、どのようなエンジニアが活躍しているのかを数字でご覧ください。

数字で見るPE - BANK

毎年お取引業様が増えています

お取引企業の内訳

エンドユーザー7%その他 10%

スタートアップ 14%

元請システム会社 53%

大手メーカー
SIer・ベンダー 17%

2016年 2019年 2022年

毎年のお取引先企業数

750社常時

100社新規



当社では、PE-BANKと契約するITフリーランスに対し独自の基準を設け、企業様へ必要としている優秀な人材のご提案を

行い、ITフリーランスの方々へは、よりIT業務に専念できる環境や案件を提供することで、企業様とITフリーランスを結ぶ

エージェント事業を展開しております。

PE-BANKでは所属するフリーランスエンジニアに対して独自に設けている
基準を毎年満たしているエンジニアをプロエンジニアと定めております。

「高スキル人材」は最低条件
PE-BANKは、+『責任感と信頼性ある人材』のご紹介に最も自信があります。

プロ基準について

PE-BANKとプロエンジニアが共同で仕事を請負い、当社が代表と
なってお取引先様と契約を結ぶ方式となります。

共同受注について

お取引先（発注企業）

共同受注

プロエンジニア

業務委託契約
プロ契約

06

05

04

03

02

01

07

プロ基準項目

「Pe-BANKフリーランス」では、案件の検索や当社と契約する「プロエンジニア」へ営業代行から事務代行、
またそれぞれのライフスタイルの充実まで、多くのエンジニアが、自分らしく輝けること環境の提供をする
ことでエンジニアが実務に集中できる環境を提供します。

ITエンジニアに契約内容や手数料をオープンにしているため、契約に納得して仕事に専念いただいています。
仕事へのやりがいや責任感を持って業務ができるため、当社との信頼にも繋がっています。

オープンな契約内容

フリーランスのITエンジニア向け案件情報サイト

Pe-BANKフリーランス

顧客企業との契約に対する、自らの判断と
責任における、すべての契約条件の確認が必要

当社が指定するeラーニングを受講・
合格することが必要

お客様との信頼関係を築くための行動が必要

正式に開業していることが必要

青色確定申告による申告及び納税が必要

ITエンジニアとしての「実務経験」が必要

自身は自営業者（個人事業主）であり、
誰にも雇われていないという自覚が必要

Pe -BANK FREELANCE
Pe - B ANKフリーランス



Pe-BANK CAREER
Pe - B ANKキャリア

本事業は、PE-BANKプラットフォームに所属するエンジニアを派遣 / 紹介という形で企業様へ紹介する事業です。機密性の

高い開発案件や最先端技術の研究開発など、業務委託・共同受注方式が難しい案件には、弊社がフリーランスエンジニアと

雇用契約を締結し、開発人材を提供する派遣事業にも対応しています。高スキルITエンジニアを対象に、案件の特性に

合わせた契約形態でご紹介が可能となります。

PE-BANKが提供できる契約形態

当社のITフリーランスを
業務委託でご活用

業務委託
契約

当社にてITフリーランスを雇用し
労働者派遣契約にてお客様の

IT現場へ派遣

派遣契約

社員として登用できる
人材のご紹介も可能

人材紹介

PE-BANKではフリーランスとして活躍しているエンジニアが多数所属してい
ます。そのため、Pe-BANKキャリアではそのPE-BANKに所属しているエンジ
ニア、つまりフリーランスとして活躍できるスキルを持ったエンジニアと派遣契約
を結ぶことが可能です。

フリーランスでも活躍できる人材と
派遣契約ができる01

POINT

Pe-BANKキャリアではPE-BANKプラットフォームに所属している約10万人の
中から厳選し、課題解決に最適な人材をご提案可能です。

当社登録人材約10万人の中から
厳選してご提案02

POINT

Pe-BANKキャリアに登録しているエンジニアは上昇志向が高く、フリーランス
としての活動も視野に入れており、先端技術や研究開発に関してのスキルを
キャッチアップしている方も多く所属しているため、機密性の高いプロジェクト
にも対応可能な人材をご提案可能です。

機密性の高い情報を取り扱う研究や
最先端開発ニーズにも応えられる03

POINT

Pe-BANKキャリアでは派遣契約だけでなく、人材紹介や紹介予定派遣も対応

可能です。業務委託・派遣・正社員・紹介予定派遣などの契約形態の対応が可能

です。ニーズに合わせてご紹介致します。

正社員登用も検討可能04
POINT

機密性の高い開発や最先端技術の研究開発などのプロジェクト課題がある企業様へ
エンジニアをご提案するために、ハイクラス人材をターゲットにした派遣求人サイト
Pe-BANKキャリアを運営し、新規人材を獲得しております。

ITエンジニアの派遣求人・転職支援サイト

Pe-BANKキャリア



SUPPORT  PLUS
サポートプラス

PE-BANKに所属するエンジニアだけでなく、広くITフリーランスやITエンジニアに向けた福利厚生サービスの提供や、

キャリアアップまたスキルアップのためのセミナーを、各企業様と提携し実施しています。

サポートプラスでは、ITエンジニアが安心して豊かな生活を送れるよう、会員登録を
いただいた方に無料セミナーやお得なクーポンサービスを提供しています。「サポート
プラス」は、ITエンジニアのみならず、そのご家族やフリーランス、また一般の方々含め、
様々な方がご利用可能です。日常生活に利用できるクーポンや、スキルアップに活用
可能なセミナーなど、様々なシーンで利用いただけるサービスが揃っています。

スキルアップセミナー、福利厚生サービス提供サイト

サポートプラス　by PE-BANK

ITエンジニアへ向け、AIやDXなどの先端技術を中心としたセミナーを参加費無料で

毎月開催しています。多くのスキルアップやキャリアップを目指すITエンジニアが参加

する大変好評のセミナーです。

先端技術や最新トレンドをテーマとした無料セミナーの開催01
POINT

各企業様と提携を行い、様々な福利厚生サービスを掲載しています。ITエンジニアの

生活を豊かにする、日常生活やスキルアップ、また健康維持にかかわるものなどの多く

のサービスをクーポンやお得な価格で提供しています。

会員へ向けた多彩なジャンルの福利厚生サービスの提供02
POINT

企業様のサービスや商品をサポートプラスへ掲載、またセミナーへのご登壇で、販路の

拡大、認知の向上を行うことが可能です。掲載料も無料で提供しているため、効率的

かつ費用対効果の高いプロモーションとしてサポートプラスをご活用ください。

企業様のサービス、商品の販売促進に活用が可能03
POINT

サポートプラスは、登録費や年会費がかかりません。ITエンジニアにとって会員登録の

ハードルが高くなく、各種サービスが無料で利用が可能です。これまで多くのITエンジニア

に登録またご利用いただき、今後もセミナーや提供サービスの充実を実施していきます。

会員登録、年会費無料の総合福利厚生サービス04
POINT
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