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有限会社ノーティ 
あんしんパソコン教室  
あんしんパソコン診療所 
みつおか式「脳若ステーション」 
タミヤロボットスクール 

すべての人がパソコンを使えるように・・・ 
すべての人が仕事ができるように・・・ 
すべての人が元気でいられるように・・・ 
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     パソコンスクール事業 個別学習教室「あんしんパソコン教室」   

これまで３,３２８人の方が楽しく通いました。 
私たちは「８つのあんしん」をお約束します！ あんしんパソコン教室は、他のスクールとひと味ちがいます！  
① はじめての方でもわかりやすい「教室専用テキスト」を使用し「あなた」のペースで学習できるので、あんしん♬  
②「あなた」の立場で考え、同じことを１００回聞かれても笑顔でお答えするので、あんしん♪ 
③ 講習会形式の一斉授業ではなく、個別学習スタイルなので落ちこぼれる心配もなく、あんしん♬ 
④ フリー予約制で「あなた」の好きな曜日・時間帯で予約、当日キャンセルもＯＫであんしん♪  
⑤ 月謝制（月５,０００～）で、ひと月に通える回数を選べるので、あんしん♬ 
⑥「あなた」のように不安だった方が、楽しく学んでいます。お友達もできて、あんしん♪  
⑦ 自分のパソコンを持ち込んでもＯＫ、教室のパソコンを使ってもＯＫで、あんしん♬ 
⑧ パソコンの購入・トラブル解決・修理など、パソコンのことならなんでもＯＫなので、あんしん♪ 
 
 
 
 
 
  

 
教室・設備環境一覧 

あんしんパソコン教室 花巻星が丘校（駐車場６０台） 
●個別学習パソコン教室     （１０席・パソコン１０台・プリンタ２台・プロジェクター１台） 
●職業訓練第１教室・第２教室 各（１５席・パソコン１５台・プリンタ１台・プロジェクター１台） 

あんしんパソコン教室 盛岡本宮校（駐車場３０台） 
●個別学習パソコン教室     （ ５席・パソコン ５台・プリンタ２台・プロジェクター１台） 
●職業訓練第１教室・第２教室 各（１５席・パソコン１５台・プリンタ１台・プロジェクター１台） 

パソコンサポート・販売・修理事業「あんしんパソコン診療所」            

年間おたすけ件数１,０００件を突破しました。 

パソコンの病気・ケガ・悩みを治療します！ 
１つでも☑がつく方、パソコン診療所にご相談ください 
□ 最近、パソコンの動作が遅くなったような気がする 
□ いつの間にか変な画面が出るようになった 
□ インターネットがつながらない時がある 
□ ウィルス対策をしていない、しているかわからない 
□ よくわからないけど、ちょっと気になることがある 

パソコンセット 教室と診療所だからできる「あんしんパソコンセット」 

あんしんパソコンセット１,７０２台の販売実績。 

パソコン・訪問設定・パソコン教室入校、すべてセットであんしん！ 
【パソコン】各種メーカーの中からおすすめを用意します 
【あんしん訪問設定】～40,000円 パソコン・プリンタ初期設定 
訪問インターネット等設定・リカバリメディア作成・既存パソコンからのデータ移行・他 

【パソコン教室入校】32,000円 個別学習パソコン教室入校金 15,000 円 
初月月謝 8 コマコース 14,000 円・教室専用テキスト 1 冊 3,000 円 

                                                   

 

 

 

 

 

●現在、教室には１３２名の方が通われています 
●教室生徒さんの８０％は 
５０歳以上の方です 

●最高齢は８２才です 

あんしんパソコンセット 
79,800円（税抜）～ 
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再就職支援・キャリア支援・職業訓練事業 

これまで１７９コース開講、２,２４１名受講。 

ノーティの職業訓練はここが凄い！【２０年の職業訓練運営実績】  
●パソコン教室ならではの「わかりやすい」指導で初心者でも安心です 
●「３daysキックオフミーティング」での目標設定と訓練期間中を 
通しての習慣づくり行動により問題解決能力ＵＰ、いい就職を実現します 

●専属キャリアコンサルタントによる就職活動支援で書類選考・面接も突破 
●卒業後も「就職支援システムＥ－ＧｒｏｗＵＰ」６ヶ月間無料提供による 
サポート体制で差別化スキルＵＰと就職率ＵＰ 

みつおか式「脳若ステーション」 

ｉＰａｄを使って、楽しく脳若トレーニング。  

「脳若トレーニング」とは・・・ 
●２０１０年に九州で始まり、西日本を                       

   中心に爆発的な人気でＴＶでも紹介                      
  ●楽しみながら、脳を若返らせるトレー                       
   ニングで認知症予防にもつながります 
    ●ｉＰａｄを使って、みんなでワイワイ                            
   楽しい時間を過ごします 
  ●月 2回の月謝制で続けられます                    

家電製品販売（ヤマダ電機グループチェーンＢＦＣ） 

テレビ・冷蔵庫・洗濯機 … 家電もおまかせ！ 
●毎月「おすすめセレクションカタログいいもの特急便」発行 
 
 

 
 

 
 

 

タミヤロボットスクール 

本物のロボティクス学習をすべての子供たちのために。 
本格的なロボットプログラミングで楽しく学ぼう 
「モノづくり」や「プログラミング」の体験と学 
びを通して、子ども達が試行錯誤（トライ&エラ 
ー）しながら豊かな発想を発揮し、主体的に学ぶ 
ことができる場を創出することで、これから必要 
とされる「生きる力」を身につけてもらいたい 
【身に付く力】１．論理的思考力 

                     ２．課題解決力 ３．想像力 
 

 
 
 
 
 

アンさん シンさん 



Naughty Co；Ltd 
■会社概要（２０１９年１月現在） 
社     名  有限会社ノーティ 

事 業 内 容  ●パソコンスクール事業「あんしんパソコン教室」（１９９８年～） 
（開始年～）  ●パソコンサポート・販売・修理事業「あんしんパソコン診療所」（１９９９年～） 

●インターネット・サービスプロバイダ事業「ノーティネット」（２００２年～） 
●会員サービス事業「あんしん友の会」（２０００年～） 

         ●再就職支援・キャリア支援・職業訓練事業（１９９９年～） 
         ●ブロードバンドステーション事業「ＤｏIt！花巻市星が丘２丁目ステーション」（２００６年～） 
         ●ＣＰＬＳマイクロソフト認定ラーニング ソリューション パートナー（２００４年～） 
         ●マイクロソフトオフィススペシャリストＭＯＳ試験会場（１９９９年～） 
         ●サーティファイ認定試験会場（２００９年～） 
         ●ソリマチブランドマスター（認定スクール・販売・サポート）（２００２年～） 
         ●ＮＴＴ代理店フレンドリーショップテレポケット（１９９９年～） 
         ●花巻ケーブルテレビ代理店（２００８年～） 
         ●ヤマダ電機グループＢＦＣベリーズ・フレンド・チェーン（家電製品販売）（２０１０年～） 
         ●アフラック募集代理店事業（２００８年～）●日新火災保険代理店事業（２００９年～） 

●通販型自動車保険「そんぽ２４」代理店事業（２０１１年～） 
●みつおか式「脳若ステーション」（２０１６年～） 
●ＴＡＭＩＹＡ「タミヤロボットスクール」（２０１８年～） 

 
設     立  １９９８年３月１１日 
資  本  金  ７，０００，０００円 
代  表  者  代表取締役 佐々木 和宏 
従 業 員 数  １１名 
本     社  岩手県花巻市星が丘２－１０－５ アドバンス２１ 
花 巻 星 が 丘 校      同     上 
盛 岡 本 宮 校 岩手県盛岡市本宮７－１２－３７ 

 
■沿革 
１９９８年    ●会社設立 本社を花巻市星が丘１－１２－３１に設置 ●ＦＣ加盟「エム・ティ・シー・キッズ星が丘教室」開校  

●「エム・ティ・シー・キッズ岩手地域本部」開設 
１９９９年    ●本社を花巻市星が丘２－１０－５に移転 ●雇用能力開発機構委託職業訓練１コース開講 
２０００年    ●厚生労働省「教育訓練給付制度」講座指定 ●雇用能力開発機構委託職業訓練３コース開講 
２００１年    ●本社２階に第２教室開設 ●各種団体「能力開発セミナー」３０コース開講 ●花巻市ＩＴ講習会１０コース開講 

●雇用能力開発機構委託職業訓練５コース開講  
●岩手県シルバー人材センター連合会「シニアワークプログラム技能講習会」開催（～２００８年まで） 

２００２年    ●岩手県・花巻市ＩＴ講習会６２コース開講 ●雇用能力開発機構委託職業訓練４コース開講 
２００３年    ●雇用能力開発機構委託職業訓練３コース開講 ●花巻市情報技術相談業務（小中学校）受託（～２０１４年まで） 
２００４年    ●雇用能力開発機構委託職業訓練２コース開講 
２００５年    ●雇用能力開発機構委託職業訓練２コース開講 
２００６年    ●雇用能力開発機構委託職業訓練３コース開講 
２００７年    ●雇用能力開発機構委託職業訓練４コース開講 
２００８年    ●雇用能力開発機構委託職業訓練４コース開講 ●「花巻星が丘校」２０１教室開設 
２００９年    ●「エム・ティ・シー・キッズ」ＦＣ脱退 ●「あんしんパソコン教室」開校  

●「花巻大通り校」「花巻桜台校」「花巻二枚橋校」「花巻駅前校」開校（～２０１３年まで）  
●雇用能力開発機構委託職業訓練７コース開講 ●岩手県委託職業訓練４コース開講 ●基金訓練１コース開講  

２０１０年    ●「花巻星が丘校」１０２教室・２０３教室 開設（～２０１５年まで） ●「盛岡本宮校」開校  
●グループ会社「合同会社アライアンス」設立 ●岩手県委託職業訓練７コース開講 ●基金訓練１０コース開講  

２０１１年    ●花巻市震災雇用支援事業受託（～２０１２年まで） ●岩手県委託職業訓練５コース開講 ●基金訓練２コース開 
●求職者支援訓練４コース開講 ●就職支援システム「Ｅ－ＧｒｏｗＵＰ」導入 
●ＮＰＯ法人「いわてキャリアコンサルタント研究会」事務局を盛岡本宮校内に設置  

２０１２年    ●日建学院公認スクール花巻校開校（～２０１７年まで） ●「花巻星が丘校」２０２教室開設（～２０１５年まで）  
●岩手県委託職業訓練４コース開講 ●求職者支援訓練９コース開講 

２０１３年    ●日建学院花巻校認定校開校（～２０１７年まで） ●「盛岡本宮校第２教室」開校  
●岩手県委託職業訓練２コース開講 ●求職者支援訓練１５コース開講 

２０１４年    ●サポート・販売・修理事業リニューアル「あんしんパソコン診療所」開院 ●岩手県委託職業訓練１コース開講  
         ●求職者支援訓練９コース開講 ●あんしん友の会 企業・事業所向け「びじねすプラン」スタート 
２０１５年    ●産業雇用安定センター委託職業訓練２ヶ月コース・３ヶ月コース受託 ●岩手県委託職業訓練２コース開講  
         ●求職者支援訓練１３コース開講 ●「花巻星が丘校」リニューアルオープン「職業訓練第１教室・第２教室」開設 
２０１６年    ●産業雇用安定センター委託職業訓練２ヶ月コース・３ヶ月コース受託 ●岩手県委託職業訓練３コース開講 
         ●求職者支援訓練１２コース開講 ●みつおか式「脳若ステーション」オープン           
２０１７年    ●産業雇用安定センター委託職業訓練３ヶ月コース受託 ●岩手県委託職業訓練３コース開講  
         ●求職者支援訓練１１コース開講           
２０１８年    ●タミヤロボットスクール盛岡本宮教室・花巻星が丘教室開講 ●岩手県委託職業訓練４コース開講 

●求職者支援訓練１１コース開講  ●産業雇用安定センター委託職業訓練３ヶ月コース受託 
   

有限会社ノーティ 
URL http://www.naughty.co.jp/ 

（本社・花巻星が丘校） 
〒025-0065 岩手県花巻市星が丘 2-10-5 

TEL 0198-23-0056 FAX 22-0180 
E－MAIL info@naughty.co.jp 

（盛岡本宮校） 
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮 7-12-37 

TEL 019-681-6397 FAX 681-6398 
E－MAIL motomiya@naughty.co.jp ●本社・花巻星が丘校 

●盛岡本宮校 


