


Ch a n g e  t h e  l i f e s t y l e

わたしたちは、人々の幸せのために

ITを通して社会に貢献してまいります。

お客様との会話によるコミュニケーションを大切にします。

広くお客様の声に耳を傾け、良きパートナーとして、問題点と解決策を一緒に考えます。

お客様の幸せ

従業員ひとりひとりの個性を大切にします。

常に情熱を持って、新しいことに挑戦し続けることができるように応援します。

従業員の幸せ

人々の楽しい時間と特別な空間を大切にします。

便利で快適なライフスタイルを創り出すために、様々なことに挑戦していきます。

人々の幸せ

埼玉県志木市
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フォーシーズンズ株式会社

（本社）

353-0007　埼玉県志木市柏町4-3-40

Tel／Fax　048-487-5587

Website　www.0004s.com

（東京支社／DevLab）

103-0013　東京都中央区日本橋人形町1-1-10　麻業会館5階

TEL　03-5614-0746　FAX　03-5614-0747

（東京支社R&E部：日本橋 松うら）

103-0007　東京都中央区日本橋浜町2-35-4-103

TEL　03-5614-0241　FAX　03-5614-0242

Website　nihombashimatsuura.com

（東京支社R&E部：料理屋 季彩（ときいろ））

106-0031　東京都港区西麻布4-11-4-B1

Tel／Fax　03-6419-7894

Website　www.tokiiro.tokyo

平成21年9月

代表取締役　松浦 世裕

山下 悠毅 

海老原 翔大

10,000,000円

31名

三井住友銀行　東京中央支店

平成21年9月

埼玉県志木市にフォーシーズンズ株式会社を設立創業

平成23年9月

日本橋浜町に電子書籍が読めるIT体感型カフェ「BOOKSHELF CAFE」を開店

平成27年7月

西麻布にITと割烹のコラボ ”i割烹”「料理屋 とき彩」を開店

令和2年9月

「BOOKSHELF CAFE」の店名を「日本橋 松うら」に変更

SI事業

クラウドサービス事業

Web開発・制作

飲食事業

イベント事業

1-1-10-5F,Nihombashi-ningyocho,
Chuo-ku,Tokyo,103-0013
Tel/Fax 03-5614-0746
www.0004s.com



Services : SI事業、クラウドサービス事業

1-1-10-5F,Nihombashi-ningyocho,
Chuo-ku,Tokyo,103-0013
Tel/Fax 03-5614-0746
www.0004s.com

大規模なシステム開発、ネットワーク運用で培った確かな技術力で、お客様の業務課題に最適なシステムを構築する

SIサービスを提供します。要件定義や詳細設計から開発、運用工程までを一貫した体制で受託、お客様の課題解決

に向けてワンストップで支援いたします。

中央省庁などの公共サービスをはじめとしたネットワーク基盤構築や大型システムのリプレース、セキュリティ基盤

の新規構築、仮想サーバの基盤構築など、あらゆる業種・分野において、高いレベルでの業務を実施してまいりました。

高い技術力と豊富な開発経験を活かし、
システム設計から構築、運用までをワンストップで支援

パブリッククラウドやMicrosoft 365などのクラウドサービスを活用し、お客様の課題解決に最適なクラウド環境を

ご提案します。Microsoft CSP（クラウドソリューションプロバイダー）に認定されたサポート力で、ご希望の内容や

予算に合わせた導入支援からカスタマイズ、システム開発まで柔軟に対応いたします。

コンサルティングから実施まで、クラウド導入をトータルにサポート
運用や管理の手間を軽減し、業務効率化とコスト削減に貢献

企画 要件定義 設計 開発 テスト 運用・保守

■ 主な実績

官公庁ネットワーク基盤構築 官公庁ネットワーク基盤リプレース

官公庁業務基盤システムの設計構築

Microsoft 365 AWS Microsoft Azure Zoom

官公庁業務システムのサーバ設計構築

業務効率化やテレワーク環
境の早期整備実現を支援いた
します。

Amazon Web Servicesを
活用したシステムの開発を、ワ
ンストップで提供いたします。

従来システムからの移行な
ど、Azureの活用をトータルで
支援いたします。

多様なコミュニケーションが
可能なクラウド型Web会議の
導入を支援いたします。



1-1-10-5F,Nihombashi-ningyocho,
Chuo-ku,Tokyo,103-0013
Tel/Fax 03-5614-0746
www.0004s.com

すべてはエンドユーザが快適に利用できるサービスのために。サービスの提供者であるお客様のその思いを実現

するために、フォーシーズンズはお客様の声に真摯に耳を傾け、開発とデザインの両面から課題解決に向けて最善を

尽くします。

官民問わずあらゆる業種・分野においてWebアプリの開発支援やWebサイト制作を行い、様々なノウハウと確か

な技術力を蓄積してまいりました。サービス提供者であるお客様の要望と、エンドユーザが快適に利用できる質の

高いサービスを提供いたします。

企画開発とデザインの両面からお客様の課題解決に取り組む
Webアプリ開発・Webサイト制作

■ 主な実績

チームでプロジェクトを遂行 プロフェッショナルとしての意識 お客様との密なコミュニケーション

Webアプリ開発・Webサイト制作におけるフォーシーズンズの強み

官公庁情報サイトの開発、運用・保守 企業ECシステム開発

企業CMS導入、開発 学術集会Webサイト制作

Services : Web開発・制作

全ての工程を自社スタッフが担当し

ているため、共通意識のもと、効率的に

高い品質のサービスが提供できます。

お客様をも含めたひとつのチームとし

て連携し、満足度の高いシステムを開

発します。

プロフェッショナルとして、技術への

こだわりを忘れず、お客様のご要望の

一歩先行くご提案ができるよう努めて

います。日々進歩していくWeb業界に

おいて常に知識を蓄え、技術力を高め

ることを怠りません。

お客様のご要望に真摯に寄り添った

開発ができるよう、お客様との対話を

大切にしています。Webサイト公開後

の支援やご相談などにも柔軟に対応、

お客様と長いお付き合いができること

も、当社の強みです。

デザイン開発・テスト

企画運用・保守

リリース



ランチタイムには、季節に応じた色とりどりの産直野菜や鮮魚を使用した日替わりランチを、

ディナータイムには季節を贅沢に味わえる自慢の料理と日本酒をご提供しています。全国の生産者様が心を込めて

作った品を、その思いとともにお客様へつなげる架け橋となるべく、美味しい食事と空間をお届けしています。

生産者様の思いとともに、美味しい食事と空間をご提供

2-35-4,Nihombashi-hamacho,
Chuo-ku,Tokyo,103-0007
Tel 03-5614-0241
nihombashimatsuura.com

■ 旬の一番美味しい時期に農園から直接仕入れる、長野県産直野菜とフルーツ

■ 獲れたてのような生魚の食感と、凝縮された魚の深い旨味が味わえる、佐賀県唐津産の鮮魚

■ 定番で飲みやすいものから個性的な味わいのものまで、日本各地から厳選した日本酒

日本橋 松うら

営業時間

Tel　03-5614-0241

Website　nihombashimatsuura.com

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-35-4　日本橋浜町パークビル1F

都営新宿線「浜町」駅徒歩2分、
東京メトロ日比谷線「人形町」駅徒歩5分

11:00～22:00
定休（貸切時はオープン致します。）

月～金曜
土日・祝日

久松町

久松警察署前

浜町公園前

甘酒横丁

明治座

久松警察署

マルエツプチ

←小伝馬町

←東日本橋

水天宮前→

ジョナサン

A1

A4

A3

A2

人形町人形町

浜町
セデュクション

浜町運動場

浜町公園
浜町浜町

都営新宿線
「浜町」駅より徒歩2分
東京メトロ日比谷線
「人形町」駅より徒歩5分

日本橋 松うら

Services : 飲食事業



伝統の技と冴えを修めるためにこの道一筋。人間の一生は遊ぶには長く、真剣に学ぶには

あまりにも短い。料理というものは、「理を計り定める」つまり考えるということ。

私どもの選んだ道、最も得意とするもので、世の役に立ち料理人として情熱と勇気そして自信を持ち日々努力精進を

重ね歩み続けております。伝統を守りつつ現代食文化を取り入れ、「ふらの和牛」「唐津直送鮮魚」「伝統・手火山式

鰹節」など店主自ら全国を巡り選び抜いた素材と、日本の伝統工芸品と共に、強く影響受けた加賀料理の美しさ、

奥深さを根底に伝統と革新のお料理をご提供させていただいております。

皆さまの大切な時間・空間を、少しでも彩ることができれば幸いでございます。

17：00～23：00
（ラストオーダー22:30）
定休

月～土曜

日曜・祝日

旬の食材と美しい器が愉しめる日本料理屋

料理屋 季彩

営業時間

Tel　03-6419-7894

Website　www.tokiiro.tokyo

〒106-0031
東京都港区西麻布4-11-4 西麻布尾花ビルB1階

東京メトロ日比谷線 六本木駅 1C出口より徒歩10分
広尾駅 4番出口より徒歩7分

■ 19,800円 ふらの和牛会席

■ 22,000円 おまかせ会席

■ 17,600円 おまかせ会席

■ 13,200円 おまかせ会席

■ 30,800円 おまかせ会席

献立の内容や品数は季節や仕入れの状況によって変動致します。

■ 個室最大8名様まで可

4-11-4-B1,Nishiazabu,
Minato-ku,Tokyo,106-0031
Tel 03-6419-7894
www.tokiiro.tokyo

料理屋 とき彩 （ときいろ）

Services : 飲食事業



「フェスが好き」から始まったイベント出店数々の音楽フェスティバル、食のイベントに参加し

てきた確かな実績と、安全・安心の営業が強みです。看板メニューの「果実丸ごとスムージー」をはじめとした、様々な

メニューをお届けしています。

安全・安心な営業で、祝祭空間に幸せをお届け

イベント出店実績

イベント出店（ブックシェルフカフェ ）

ROCK IN JAPAN FESTIVAL

SWEET LOVE SHOWER

GO AROUND JAPAN

COUNTDOWN JAPAN

リアル脱出ゲーム

まんパク

OUR FAVORITE THINGS

SUMMER SONIC

中津川 THE SOLAR BUDOKAN

WONGOO FES

幕張うまいもん祭り

大江戸ハワイフェスティバル

百万石音楽祭～ミリオンロックフェスティバル～

など

Services : イベント事業


