
 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 AI テクノロジー様は、人工知能（AI）の開発・導入を行なっていらっしゃいます。様々な企業へ

AI システムを提供し、業務の簡易化や利便性向上など、効率よく業務を行なうためのサポートをしてい

らっしゃるとのこと。 

です。 
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 弊社の AIシステムを導入することによって、企業の方々

が作業時間の短縮をすぐに実感できたり、利便性の向

上を感じて頂けるようなシステムを開発し、少しでもその

企業に貢献ができることを目指しています。 

 

AI（人工知能）とは、今までは人間にしかできなかったような高度な作業や判断を、人工的に再現するシステムの事

をいいます。従来のプログラムシステムは、決められた順番や範囲内の作業しかできなかったのに対し、AI システム

は、人間のように経験から学び、新たな事に順応することができます。弊社では、AI システムの開発・導入を行うこ

とにより、各企業・団体で行われている業務の簡易化、利便性の向上をサポートしています。具体的には、独自開発

した AI システム（名称は非公開）で出来る事として、メールの抽出作業というものがあります。通常、届いたメール

は、本文を人間が肉眼で一つ一つ確認し、多い物では数十行の文章を読まなければ内容を理解できないですよね？そ

れを AI システムでは、キーワードを抽出し、メールの内容を十数行から五行程度の文に要約。人間の確認作業を最小

限にできるシステムです。おかげ様で、様々な分野の企業様に導入していただいています。 

 

平成 4 年、埼玉県で生まれました。兄弟は妹と弟が 1 人ずついます。高校時代、弁護士に憧れ、大

学は法学部に進学しました。法律の勉強の傍ら、元々インターネットや TV ゲームが好きだったこ

ともあり、独学でプログラミングも学びました。法学部で得た読解力と、プログラミングの知識を

活かしたいと考え、大学卒業後は IT 企業に就職。実際に仕事をしていく中で、グローバルな視点

や知識も必要だと思い、留学を決意。24 歳からアメリカ カルフォルニア州に 1 年半、語学留学を

しました。帰国後、日本企業で AI 事業に参入しているのは大企業ばかりであるという現状を知り、

AI 事業が専門分野となる会社設立を目指すことにしました。父がソフトウェア開発などを行なって

いる株式会社ワールドリンクの代表をつとめていることもあり、父にも色々と相談にのってもら

い、昨年 12 月、株式会社ワールドリンクの子会社として株式会社 AI テクノロジーを設立しました。 

会社設立が決まり、オフィスを探す際に、父からもらったアドバイスがきっかけです。父が㈱ワールドリンクを設立したばかりの

頃、姉妹館のアステリ VIP でお世話になり、事業を拡大していった話を聞き、自分もスタートをするなら同じ場所からと思いまし

た。丁度 ALVEARE がオープンしたことを知り、ALVEARE での入館をすぐに決めました。オフィスが綺麗なのと、施設が充実し

ていて使い心地が良い点、そしてラウンジがオシャレなカフェに来たような雰囲気なところが気に入っています。 

 

5人家族ですが、現在は、父と母と 3人で暮らしています。大学生

の妹はアメリカへ、高校生の弟はカナダへ留学中です。そのた

め、家族が全員揃う機会は少ないですが、村田家では長期休暇

は家族で過ごすという方針なので、今年のお正月は一時帰国し

た弟妹たちと、久しぶりに家族団らんで過ごしました。趣味は TV

ゲームと YouTube 等の動画サイトの閲覧です。甘い食べ物が好

きで、時々ですが、お菓子作りもします。最近だとバレンタインデ

ーにガトーショコラを作り家族と食べました。料理にも挑戦しようと

思っているのですが、料理作りは調味料を計量せずに感覚で作

ってしまうせいか、失敗しがちで苦手です(笑) 

 

現在は一般のお客様や企業様からのご依頼はお受けし

ておらず、親会社の㈱ワールドリンクを通してのご依頼の

みを受けている状況です。将来的には、AIシステムについ

ての知識と経験を、更に増やしていき、㈱AIテクノロジーと

しての顧客様を獲得していきたいと考えています。また、

すでに開発したシステムの更なる効率化を目指すのと、

人にとって、より手助けになるようなシステムを開発したい

と考えています。 

 

 

 

AIシステムの開発は、簡単に言うと高校 3年生程度で習う数式を

用いた計算を積み重ねしていくイメージです。1 日中パソコン作業

となるため、合間にストレッチをしたり、好きな動画やアニメなどを

みたりして、時折リフレッシュしながら作業をしています。 

 

企業概要はこちらをご覧下さい。 

HP ⇒ http://www.ai-technology.net 

☎ ⇒ 048-755-9935 

GWに友人達と 1泊 2日で金沢旅行に行ってきました。金沢旅行は人生

で 2 回目♪前回行った際は、大雪で、ほとんど室内で過ごした為、いつ

かリベンジしようと思っていたので、ワクワク楽しみにしていました♪ 

ですが、天気予報を確認すると…なんと平成最後の雪の可能性との予

報が…⛄日頃から行いは良い方なのと、晴れ女の実績がある為、友人

含め当日は全員軽装(笑)しかし天気予報は見事的中し、金沢はすでに

極寒の雨…今にも雪に変わりそうなお天気でした。このままでは風邪を

引いてしまうと、金沢に到着してまず行ったところは迷わずユニクロ！

おそろいのウルトラライトダウンをみんなで仲良く購入しました（笑） 

晴れる想定しかしておらず、屋外ばかりのプランだった為、 

 どうなるかドキドキしていましたが、ここからが晴れ女の

本領発揮♪レンタカーを借りて車で砂浜を走れる【千里

浜なぎさドライブウェイ】に向かう途中、雲がどんどんな

くなっていき、到着するころには太陽が見えていました。

その後は最後までお天気に恵まれ、友人たちとの楽し

い思い出がまた増えました(*^。^*)♪（神） 

 

受付時間： 9:00～17:00（月～金） 

9:00～12:00（土曜） 

FAX：048-858-2531 

E-MAIL：info@asteri.co.jp 

受付時間： 9:00～17:00（月～金） 

9:00～12:00（土曜） 

TEL：048-858-2530 

FAX：048-858-2531 

E-MAIL：info@asteri.co.jp 

〒338-0002 さいたま市 

中央区下落合 5-10-5 

URL：http://asteri.co.jp 

受付時間：9:00～17:00（月～金） 

TEL：048-829-7382 

E-MAIL：info@alveare-abs.com 〒338-0002 さいたま市 

中央区下落合 6-12-20 

URL：http://alveare-abs.com 次号もがんばります♪ 

 

1 階  イーティングファイン株式会社 

代表  原 哲也様 （食品卸し、飲食コンサルティング業） 

1 階  株式会社 hybridPLUS 

代表  吉川 達哉様 （コールセンター業） 

1 階  一般社団法人 Calico Cat Cancer Care  

代表  池本 聡子様 （保険代理店・カウンセリング業） 

1 階  株式会社キッズぽけっと 

代表  小林 勝彦様 （ベビー用品クリーニング業） 

1 階  株式会社ファステック 

代表  染谷 幸英様 （ゲーム機の開発・設計・制作業） 

1 階  Easygoing Room 

代表  桑原 幸子様 （カウンセリング業） 

2 階  ジーベックシステム株式会社 

代表  伊藤 修司様 （エネルギーコンサルティング業） 

2 階  Corowood Learning Support 

代表  原山 真由美様 （教育関連業） 

2 階  株式会社東和精工 埼玉営業所 

代表  佐藤 俊彦様 （金属加工業） 

3 階  U＆I 行政書士事務所 

代表  佐藤 祐治様 （行政書士業） 

3 階  桜ブルームス株式会社 

代表  田嶋 亜起子様 （不動産売買及び仲介業） 

3 階  株式会社ホークワークス 

代表  坂本 博司様 （電気通信事業(MVNO)電気工事業） 
 

ご活躍を楽しみにしています (*^。^*)♪ 

  

 
●館内消防点検のお知らせ 
点検日   ： 2019 年 7 月 9 日（火） 

点検時間 ： 【アステリ VIP】10：00～12：00 

【 ALVEARE 】13：00～15：00 

点検箇所 ： 館内設備 及び 各オフィス内 
 
※ご不在の際には、管理室スタッフ立会いのもとお部屋を開

けさせて頂く予定です。（約 1 分程度） 

 

●全館停電のお知らせ 
日程 ： 2019 年 7 月 15 日（月・祝） 

時間 ： 7：30～9：00 

場所 ： アステリ VIP 全館 
 
UGS 設置工事を予定しております。工事中、全館停電とな

ります。（施設の安全上、必要不可欠な工事です。） 

※PC の電源はあらかじめお切りくださいますようお願い

致します。 

 

 

 

 

 

◆ JBIA認定 IM 石坂健様より 

       おすすめ書籍のご案内 ◆ 
 
『知っておきたい入管法』 

－増える外国人と共生できるか－ 浅川晃広著  
  

日本には既に永住許可を得た約 76 万人の「移民」がお

り、出稼ぎ目的の偽装難民も空港に押し寄せています。

政府は介護や外食産業など、人手不足の分野を担う外

国人の受け入れをさらに拡大。政府による法改正の意

図とは！世界第 4 位の移民大国 日本は、入管法改正

でどう変わるのか？入管法や街中の外国人が置 

かれた環境を理解する上でも役に立つ一冊です。 

 
2019 年 3 月 平凡社新書 ㈱平凡社 ￥860（税別） 

 

 

こんにちは♪4月 5日より入社致しました S・Nと申します。

早くも2ヶ月が経ちご入館者様と少しずつお話しをさせて頂

く機会が増えてきて、とっても嬉しいです♪1 日でも早く、ご

入館者様のお役に立てるよう、頑張りますので宜しくお願

いします！！趣味はカフェ巡りで、 

最近はエディブルフラワー（食べられる 

お花）を扱っているお店へ行く事にはま

っています♪皆様のおすすめのカフェ

があったら是非教えて下さい(*^^*) 
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