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会社概要

会社名 株式会社リベロエンジニア

設⽴年⽉ 2014年5⽉27⽇

代表者 ⾦⼦ 周平

所在地 〒150-0001
東京都渋⾕区神宮前6-35-3
コープオリンピア 1F JUNCTION harajuku 008

最寄駅 JR原宿駅 表参道⼝ 徒歩1分
東京メトロ 明治神宮前駅 1番出⼝ 徒歩0分

資本⾦ 2,300万円

取引銀⾏ りそな銀⾏ 渋⾕⽀店
⻄武信⽤⾦庫 渋⾕東⽀店

事業内容 システムエンジニアリング事業
ソフトウェア受託開発事業
労働者派遣事業（派13-311854）

社員数 70名（グループ計）※2021年1⽉末時点

関連会社 シンクルー株式会社

投資先企業 株式会社RockinʼPool
株式会社プログラぶっく

主要取引先 •オムロン株式会社
•オムロンソーシアルソリューションズ株式会社
•株式会社サイバーエージェント
•株式会社ディー・エヌ・エー
•株式会社リクルートテクノロジーズ
•GMOメイクショップ株式会社
•株式会社ニコンシステム
•株式会社ビズリーチ
•朝⽇インタラクティブ株式会社
•株式会社メタリアル
•富⼠ソフト株式会社
•Sky株式会社
•株式会社Mobility Technologies
•SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
•auペイメント株式会社
•株式会社ロイヤリティマーケティング
•他（順不同）

顧問税理⼠ 税理⼠法⼈DOORS

顧問社労⼠ ソーティ社会保険労務⼠法⼈



エンジニアの質が不安定で、
⼯程における計算が⽴てづらい

現場をSES企業の若⼿研修現場に
使われてしまう

コストに⾒合った開発になっていない

● ハイクラスのエンジニア派遣で開発現場の課題を解決します

リベロエンジニアとは

派遣や業務委託で単価に応じたパフォーマンスを発揮してくれないエンジニアは存在します。

リベロエンジニアのエンジニアは圧倒的な技術⼒と⾃⾛⼒、モチベーションの⾼さで、
⼀般的なコスト感と変わらず⾼品質な開発をしています。

開発現場のあらゆる課題を解決します。

エンジニアの質が不安定で、
⼯程における計算が⽴てづらい



● リベロエンジニアのエンジニア派遣が⾼品質である理由

リベロエンジニアのエンジニア派遣

エンジニア派遣の品質はエンジニアの技術⼒およびモチベーションに⼤きく左右されます。

リベロエンジニアでは、労働環境や教育にも投資することでスキルやモチベーションを向上させ、
エンジニア本⼈の技術に⾒合った他社よりも⾼い報酬を⽀払うことで、⾼品質な⼈材を派遣しています。



リベロエンジニアの強み

●優秀層のエンジニア派遣に特化
『他社様と同じ単価（コスト）で圧倒的⾼品質なエンジニア派遣を実現』

『在籍メンバー全員システムエンジニアクラス（プログラマーレベルではない）』

『設計段階から対応可能』

『モチベーション⾼く⾃⾛可能』

『現場のPMO、PMとしても機能』

※当社調べ



リベロエンジニアの実績

業界、サービス メディア 決済サービス IOT ポイント事業 ⼈材関連 配⾞サービス

開発⽬的 複数webメディア開発 決済システム開発 ウエラブルデバイス
開発 ポイントシステム開発 ⼈材系システム開発 配⾞システム開発

開発言語、技術

・PHP7、MySQL
・typescript
・vue.js、scss
・SPA、serviceworker
・スクラムでの開発

・java: 1.8.0_20
・Spring Boot:R管
理: 1.3.0.M5
api: 1.2.3
・バッチはSpring 
Batch(java)

・Android
・コードのレビュアー
・ライブラリ: kotlin, 
jetpack, dagger

・Webアプリケーション
開発
・プロジェクトマネジメ
ント
・分析
・AWS開発

・TypeScript, HTML, 
Sass
・Angular / React / Vue
・Kotlin, Java
・Web API：OpenAPI, ・
GraphQL
・CI環境：CircleCI, 
Jenkins

・golang / ruby
・ruby on rails、go語、
java、perl、php等) 
・RDB(mysql, aurora
等)
・aws、gcp)
・フロントエンド開発
・アジャイル開発

プロジェクト期間 ⻑期 ⻑期 2年 ⻑期 ⻑期 1年
プロジェクト⼈数 5 2 1 2 1 1
お客様側の窓⼝ 技術本部⻑ 購買部⾨ 役員（CTO） グループマネージャー ⼈事部 ⼈事部

お客様の課題 安定的エンジニアリ
ソースの確保

⾼い技術⼒を持っ
たエンジニアの確
保

IOT開発の知⾒者確
保

円滑なプロジェクトマ
ネージメント、ベン
ダーコントロールがで
きる⼈材確保

⾼い技術⼒を持ったエ
ンジニアの確保

⾼い技術⼒を持った
エンジニアの確保

お客様からの
フィードバック

⼀定レベル以上のエン
ジニアを安定的に継続
稼働してくれている。
PJ全体の1/4がリベロエ
ンジニアメンバーのた
め、リベロエンジニア
がいないと事業に⽀障
をきたす。

⾼いレベルで貢献
しているので、継
続してオファー。

新規事業開発だった
ため、弊社のエンジ
ニアがいなければ⽴
ち上げ不可であった。
継続してオファー。

プロジェクトが⼤規模
かつ、腰の重い⼤⼿ベ
ンダーをハンドリング
して進⾏してくれてい
る。進⾏に無くてはな
らないため、⻑期期間
の契約オファー。

⾼いレベルで貢献して
いるので、継続してオ
ファー。
外注エンジニアは⼤勢
いるがリベロエンジニ
アが契約⾦がトップ。

⾼いレベルで貢献し
ているので、継続し
てオファー。

● 実績



リベロエンジニアの実績

● 実績

他（順不同）



個別派遣・料⾦表

● 個別派遣・料⾦

3〜5年 5年〜 ∞経験年数

クラス ミドル シニア エキスパート

平均単価 65〜75万円 75〜90万円 90万円〜

webアプリ開発 PHP・Ruby・Python・Java など

インフラ開発 AWS・GCP・Azure など

※委託開発、準委任開発も承ります

※⽉額



チーム開発・料⾦表

● チーム開発・料⾦

ミニマム スタンダード エンタープライズプラン

開発規模
業務⽤ミニアプリ
スタートアッププロト

モデル

webサービス
スマホアプリ

基幹システム
⼤規模/⾼負荷サービス

平均単価 150万円〜 250万円〜 800万円〜

契約期間 2カ⽉〜6カ⽉（協議上で決定）

※ご予算、開発規模によりアサイン⼈数を決定

※⽉額 ※TOTAL：300〜450万円⽬安 ※TOTAL：750〜1,500万円⽬安 ※TOTAL：ask



お問い合わせ

More freedom for Engineers.
エンジニアをもっと⾃由に。

https://libero-en.jp/contact/

お問い合わせ先


