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• 社歴 

About 
—



JetBrainsは、ソフトウェア開発者とチーム用のインテリジェントな生産性向上ツー
ルの作成に特化した、グローバルなソフトウェアベンダーです。 当社はチェコのプ
ラハに本社を置き、サンクトペテルブルク、モスクワ、ノボシビルスク、ミュンヘン、ボ
ストンに研究開発ラボを設置しています。 JetBrainsは約1000人の従業員を雇用し
ており、外部からの資金提供を受けずに有機的に成長しています。 当社の製品群
には、IntelliJ IDEAやReSharperなど、受賞歴のあるツールが含まれています。 
• 2000年2月に設立
• 資金：プライベート
• 対前年比収益成長率：20-40%
• CEO: Maxim Shafirov（マキシム・シャフィロフ ）
本社 JetBrains s.r.o.、登録所在地 Na hřebenech II 1718/10, 14700 プラハ 4, チェコ共和国 
ID: 26502275 、VAT ID: CZ 26502275。当社は商業登録簿に登録されており、プラハ
の地方裁判所、セクションC、挿入86211によって維持管理されています。

JetBrains について
 
—
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JetBrains: the drive to develop 
—

JetBrainsでは、コードに情熱を注いでいます。 
15年以上にわたり、当社は地球上で最もパワフルか
つ最も効果的な開発ツールを生み出すように努めて
きました。当社の各ツールは、定期的なチェックと修
正を自動化することにより、生産性を加速させ、開
発者の成長、新しい発見と創造を支援します。
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JetBrainsはプロフェッショナルなソフトウェ 
ア開発をより生産的で楽しい経験にします。
私達は、開発者が日々手動で行っているタスクを自動化し、コードデザイン
や全体像に注力できるようにすることで、開発者がより迅速に作業できるよ
う支援します。 JetBrainsの各製品により、開発者はコードベースをより早
く探求して習得できるようになります。また、開発の全段階で品質を向上す
ることが出来、保守やデバッグ作業の時間を削減することができます。

JetBrainsのミッション 
—
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500 万人 
以上 

のユーザー 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IntelliJ IDEA ReSharper TeamCity

dotTrace

RubyMine MPS 
YouTrack

WebStorm 
PhpStorm 
PyCharm 
dotCover

dotPeek 
AppCode

ReSharper C++

dotMemory 
CLion 
Upsource

DataGrip 
Hub

Rider 
Toolbox App

GoLandKotlin

IntelliJ IDEA以降、主要なプログラミング言語を
カバーする22製品を市場に投入 
—
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ReSharper 
ReSharper C++ 
Rider 
dotTrace 
dotCover 
dotMemory 
dotPeek 
ReSharper Ultimate

技術カテゴリと製品一覧 
—
IDEs .NET チームツール 教育ツール プログラミング言語
IntelliJ IDEA 
PyCharm 
PhpStorm 
RubyMine 
WebStorm 
CLion 
AppCode 
DataGrip 
GoLand 
Rider

For learners 
For educators

Kotlin 
MPS

TeamCity 
YouTrack  
Upsource 
Hub

Toolbox App — ツールとプロジェクト用のコントロールパネル



統合開発環境　
(IDE) 
—
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最も知的なJava IDE

多くの開発者は、コードを書いたり、デバッグしたり、リフ
ァクタリングしたり、テストした りするのに忙しく、もう
一組手があればと考えたことがあるでしょう。 IntelliJ 
IDEAは、押し付けがましくない、直感的なアプローチ
と組み合わせた、 言語や技術の深い理解に基づいて、
その手と同等以上のサポートを提供します。IntelliJ 
IDEAは、多くのプロジェクト管理ツールと互換性があ
り、Eclipseのよ うな他の人気IDEと共存できます 

（有償のUltimateエディションに加えて）無料の
オープンソースのIntelliJ IDEAコミュニティエデ
ィションバージョンもご利用いただけます

jetbrains.com/idea  
で詳細をご覧ください

—
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プロの開発者用の 
Python IDE

PyCharmは、生産的なPython、Django、および ウェブ開
発用のユニークなコーディング経験を提供します。様々な用
途にこたえるプロフェッショナル版、 無料のオープンソース
コミュニティ版、またはカン タンにプログラミングを学習す
る(または教える) ためのPyCharm Eduをご選択ください。 

jetbrains.com/pycharm 
で詳細をご覧ください

—
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迅速かつスマートなPHP IDE

このプロフェッショナルなPHP IDEは、 
Symfony、Drupal、WordPress、および他のメジャ
ーなPHPコミュニティに、リーダーとして認識されて
います。PhpStormは、クラス最高のコード補完、リ
ファクタリング、コード分析、ナビゲーション、 デバッ
ガ、ユニットテストのサポートをこ提供します。

jetbrains.com/phpstorm 
で詳細をご覧ください

—
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インテリジェントなRuby&Rails IDE

RubyMineは、Ruby開発やRuby on Railsによる
ウェブ開発向けの幅広いツールを提供します。

必要なツ ールはすべてシームレスに統合さており、便利で
カスタマイズ可能な生産性の高い環境を実現します。

jetbrains.com/ruby 
で詳細をご覧ください

—
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最もスマートなJavaScript IDE

WebStormは最新のJavaScript開発用の強力なIDEで
す。 スマートコード補完、ナビゲーションとリファクタリング
機能、オンザフライコード解析、ビルトインデバッガ、シーム
レスなツール統合により、JavaScript、TypeScript、Node.
js、Angular、React、Vue.jsによる複雑な開発に完全に対
応し、開発者の生産性と効率を高める支援をします。

jetbrains.com/webstorm 
で詳細をご覧ください

—
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—

クロスプラットフォームC/C++ IDE

任意のプラットフォーム用にCまたはC++で開発するためのス
マートなIDEで、あなたのコードを全面的に支援する詳細なコ
ード解析、様々なコード生成オプション、ワンクリックナビゲー
ションを備えています。このIDEは最新のC++標準をサポート
し、プリプロセッサのサポート、GDB/LLDB、Doxygen、お
よび一連のユニットテストフレームワークを統合しています。

jetbrains.com/clion 
で詳細をご覧ください
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iOS/macOS開発用 
スマートIDE

AppCodeは、Swift、Objective-C、Cまた
は C++による、Appleデバイス用のアプリを構
築するための知的なアシスタントです。

AppCodeを使用 して、コード、リファクタリング、デバッグ、
テストのための時間を削減できます。そのスマートな コード解
析や、幅広いテストフレームワーク、データベース、Reveal、お
よびCocoaPodとのシームレ スな統合をご活用ください。

jetbrains.com/objc 
で詳細をご覧ください

—
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SQL IDE

このスマートなSQLエディタと高度なデータベース クライ
アントは、プロフェッショナルなDBAおよび 開発者の方
々の特定のニーズを満たすようにデザインされています。
また、高度に統合された、IntelliJ のプラットフォーム上で
実行される様々なデータベ ースツールを提供します。

jetbrains.com/datagrip 
で詳細をご覧ください

—
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Go言語のための賢いIDE

Goの豊富な知識を持つ最先端のIDEであるGoLand
は、ウェブ開発、SQL、およびデータベース用に極めて
優れたサポートも提供します。 高度なコード理解、ス
マートコード補完のサジェスト、強力なデバッガ、コー
ド品質インスペクション、効果的なGo対応リファクタリ
ング、および高速ナビゲーションにより、世界中のGo
開発者のプロ  ジェクトをさらに一歩前に進めます。

jetbrains.com/go 
で詳細をご覧ください

—
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.NETツール 
—
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優れたVisual Studio 
生産性向上ツール 
ReSharperは、Microsoft Visual Studioをさらに優れた
IDEに変える、開発者に人気の生産性向上ツールです。個人
の.NET開発者にもチーム開発者にも、もっと管理しや すい、
楽しい方法でコードを書き、保守し、最高のコーディングプラ
クティスを採用 し、より速く、より高品質なアプリケーション
を実現するために、ReSharperを活用いただいています。

jetbrains.com/resharper 
で詳細をご覧ください

—
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C++開発者用のVisual Studio拡張
ReSharper C++は、CおよびC++で開発するための生産
性拡張機能で、Microsoft Visual Studioと完全に統合
されています。 ReSharper C++は、コードインスペクシ
ョン、自動リファクタリング、非常に魅力的な高速ナビゲ
ーション、コーディング支援をご提供することで、開発者
がコードを作成し、改善するのを後押しします。 Clang-
TidyおよびClangFormatとも統合されており、Google 
Test、Boost.Test、Catchユニットテストをサポートします。

jetbrains.com/resharper-cpp 
で詳細をご覧ください

—
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高速かつ強力なクロスプラ
ットフォーム.NET IDE

JetBrains Riderは、IntelliJプラットフォームとReSharper
をベースにしたクロスプラットフォームの.NET IDEです。

jetbrains.com/rider  
で詳細をご覧ください

—
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.NETパフォーマンス 
プロファイラ
.NETアプリケーションを最適化できるように、パフォー
マンスのボトルネックを迅速に発見します。 dotTrace
は、プロファイリング結果を一層容易に利用するため
に情報を視覚化する、最適な方法をご提供します。

jetbrains.com/profiler 
で詳細をご覧ください

—
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.NETユニットテストランナー
とコードカバレッジツール
dotCoverを利用することで、あなたのコードは、どの程
度ユニットテストでカバーされているのかを常に知ること
ができます。 dotCoverはVisual Studioで正しく動作
し、継続的インテグレーションとの統合も可能です。

jetbrains.com/dotcover 
で詳細をご覧ください

—
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.NETメモリプロファイラ

.NETアプリケーションでメモリ使用量を最適化し、メモリリ
ークを検出し、あらゆる種類のメモリ問題に対処できます。

jetbrains.com/dotmemory 
で詳細をご覧ください

—
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無料の.NETデコンパイラと
アセンブリブラウザ
高品質の逆コンパイルと、コードナビゲーション
および検索によるアセンブリブラウジング。

無料ツール

jetbrains.com/decompiler 
で詳細をご覧ください

—
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すべての個々の.NETツールと 
ReSharper C++が1ライセンスで
ReSharper Ultimateは、個々のすべての
JetBrains .NETツールと ReSharper C++
を組み合わせたライセンスです。

ReSharper Ultimateライセンスでは、一人の開発者が
ReSharper、ReSharper C++、dotCover、dotTrace、
およびdotMemoryを使用することができます。

jetbrains.com/dotnet 
で詳細をご覧ください

ReSharper Ultimate: 
—

ReSharper

.NET開発者用の
Visual Studio拡張

ReSharper C++

C++開発者用の
Visual Studio拡張

dotCover

.NETユニットテストランナー
とコードカバレッジツール

dotPeek

.NETデコンパイラ＆アセンブ
リブラウザ 
（いずれも無料です）

dotTrace

.NETパフォーマン
スプロファイラ

dotMemory

.NETメモリプロファイラ
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JetBrainsのツールとプロジェクトを 
スマートに管理するための無料アプリ
Toolbox Appは、すべてのJetBrains IDEにわたり
開発者のツールやプロジェクトに 簡単にアクセスで
きるようにする小さなアプリケーションです。

これは、以前のバージョンへのインストール、アップデー
ト、およびロールバックを簡素化します。 インストールさ
れている各IDEには、自動更新オプションも提供します。

jetbrains.com/toolbox/app 
で詳細をご覧ください

14:05
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チームツール 
—
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すぐに使えるパワフルな 
継続的インテグレーション 
このCIとCDサーバーは、すぐに使える連続ユニットテスト、
コード品質分析、 ビルド問題の早期レポートを提供しま
す。 数分以内にTeamCityをインストールおよび展開し、
最高のリリース管理プラク ティスを開始してください。 

スタンドアローン版を提供しています。 

jetbrains.com/teamcity 
で詳細をご覧ください

—
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—

課題追跡と 
Agileプロジェクト管理ツール 
あなたの開発チームの全メンバーの方々を対象に設計さ
れたスマートな課題追跡です。日々のタスクやバグを追跡
し、リリース、スプリント、イテレーション を計画し、スク
ラムやカンバンアジャイルプロジェクトを管理するための
オンライン のワンストップショップとして機能します。 

InCloudとスタンドアローン版が利用可能です。

jetbrains.com/youtrack 
で詳細をご覧ください
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コードレビュー、 
チームコラボレーション、 
プロジェクトアナリティクス 
Upsourceは、コード、プロジェクト、プロセスを改善した
いチームの方々にとって強力なツールです。これは、多言
語コードレビューツール、データ駆動型プロジェクト解析
ソース、インテリジェントなリポジトリブラウザ、チームコ
ラボレーションセンターとして機能します。 Upsource
は、Java、PHP、JavaScript、Python、およびKotlinの深
い知識を誇っており、コードレビューの効率を向上させま
す。 これはリポジトリアクティビティを継続的に解析し、
潜在的な設計上の問題やプロジェクトのリスクについて貴
重なインサイトを提示します。 それに加えて、Upsource
はチームコラボレーションを簡単で楽しいものにします。

jetbrains.com/upsource  
で詳細をご覧ください

—
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—

JetBrainsのチームツールを統合 
Hubはユーザー＆アクセス権管理ツール
で、YouTrack、TeamCity、Upsource用の単一
のエントリポイントとして機能します。 高度な統
合を可能にし、これらのチームツール間の関連情
報を表示するダッシュボードを提供します。 

Hubは無料ツールで、他のJetBrainsチーム
ツールと一緒に配布されています。 

jetbrains.com/hub 
で詳細をご覧ください
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教育用製品を使用すると、JetBrains IntelliJプラットフォームに基づい
たIDEでプログラミングを教えたり、学習したり、練習したりできます。
これらの教育用製品は無料でご利用いただけます。また、Java、Kotlin、Python、Scala
をサポートし、さらに多くの言語が今後追加されます。

すでにバンドルされているEduTools、Kotlin、ScalaのプラグインとともにIntelliJ IDEA Community Edition
をダウンロードし、Java、Kotlin、Scalaの学習や教育を開始できます。 また、特別なPyCharm
教育版をダウンロードしてPythonを学習し始めたり、教え始めたりできます。

また、EduToolsプラグインをインストールし、IntelliJ IDEA Ultimate
またはPyCharm Professionalとともに使用できます。

教育ツール
—
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「実践して学ぶ」ことに焦点を
当てた、自信が付く環境
すぐに利用できるパブリックプログラミングコースに
参加するか、あなたの先生または同僚の方があなた
用に準備するカスタムコースにご登録ください。

コードタスクのプログラミングに焦点を当てた、新しいイ
ンタラクティブな学習方法をお楽しみください。 即座の
フィードバックと迅速な結果でやる気が高まります！ 

jb.gg/learn 
で詳細をご覧ください

学習者の皆様用に
—
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知識を共有し、より強力なチームやコミュ
ニティを構築するための専門的なツール
統合されたテストとヒントの助けを借りて、コード演習
形式であなたの知識を提供してください。 あなたのコ
ースをあなたの学生や同僚と、公的あるいは私的に共
有しましょう。 コンテキストに留まりながら、学習者が
すべてのことを正しくやっていると確信できます！ 

jb.gg/teach 
で詳細をご覧ください

教育者向け 
—
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プログラミング言語
—
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—

Kotlinは、簡潔で、安全で、相互運用性
があり、ツールフレンドリな言語です 
さまざまなプラットフォーム（例：Server、Android™、
ブラウザ、ネイティブ）を対象としています。 それらで
ビジネスロジックコードを共有できるようにします。

kotlinlang.org 
で詳細をご覧ください

サーバー
Kotlin / JVM

iOS
Kotlin / Native

Kotlin
multiplatform 
shared code

Android
Kotlin / JVM

Browser
Kotlin / JS
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—

使用状況
世界中で150万人以上の開発者が 
2018年にKotlinでコードを書きました;

Android —4つに1つのアプリ  
（トップ1000から）がKotlinを使用;

サーバー : －2017年から2倍に増加 

Community
250人以上の貢献者 ;

2万5千件以上のSlack + Stack Overflow ;

150個以上のユーザーグループ ;

30冊以上の書籍 .

オープンソース
9万6千個以上のKotlin GitHubリポジトリ;

100万行以上のKotlinコード.

Try Kotlin 1.3
書籍、Kotlinプレイグラウンド、教育
ツール、オンラインコース .

学習素材 
kotl.in/learn
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—

あなた独自の 
ドメイン固有の言語を作成できます
テキスト表記の限界から脱出し、独自のプロジェクト編集
技術を使用して、図やフォームを作成し、数式表記を使用
します。 あなたのフィールドの概念とロジックを直接使用
する言語で、ドメインのプロセスと知識を表現します。

jetbrains.com/mps 
で詳細をご覧ください
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• お客様 
• お客様の声 
• コミュニティ 
• 賞と表彰 

• パートナーシッププログラム 
• テクノロジーパートナー 
• 価格＆ライセンス 

市場ポジション 
—



世界で最もダイナミックな多くの企業や個人の皆様から、JetBrainsツ
ールによって創造性と効率が一層高まったと高い評価を得ています。 
すでに500万人以上の開発者がJetBrains製品を利用しており、 
毎月10万人の新規ユーザが加わっています。

お客様 
—

500万人以上
のユーザーが当社ツールを信頼

毎月10万人
の新しいユーザー
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当社は以下の企業および他の170,000社の開発者の皆様が、楽しんで
ソフトウェアを作成できるように支援できることを誇りに思っています。

ロイヤルティが
高い熱心な顧客

NPS 68

お客様の声 
—

Evolver group社の開発チームは、PhpStorm IDEの優れ
たパフォーマンスにより、生産性を大幅に向上しました…

Daniel Schröder  
development lead, 
evolver group

ReSharperは私にとって必須なツールです。それを有効
にしないでVisual Studioを開こうとは思いませんね。

Filip Ekberg 
software engineer, 
Star Republic

私たちはYouTrackを幅広くテストし、非常に安定
した、一貫した製品であると確信しています。 

Marvin Burman 
project manager, 
UI-Check

ケーススタディ: 
jetbrains.com/company/customers/experience.html

ケーススタディ: 
jetbrains.com/company/customers/testimonials.html

ネットプロモータースコア
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6千校以上
の大学がJetBrainsクラスルーム 
ライセンスを使用
(incl. TOP 100 Shanghai ランキングを含む )

45万件以上 
の学生と教師用のライセンス 
（過去2年間）

1万2千件以上
のオープンソースプロジェクト
をライセンスでサポート 

400 +
件以上の勉強会/ユーザーグルー
プを毎月サポートしています

コミュニティをサポート 
—
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JetBrainsは過去15年間で50件以上の国 
際的な業界賞を受賞しました.

受賞歴 
—

トップ50中堅市場 
ソフトウェア企業 
2018

JetBrains

読者賞 

2017

ReSharper

Dr.Dobb Jolt 
生産性賞 
2015

IntelliJ IDEA

トップ100 
ベストソフトウェア企業 
2018

JetBrains

ソフトウェア開発 
2017 
最高賞 

JetBrains

Technology 
of the Year賞 
2016

PhpStorm
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強力なパートナーシッププログラム
—

JetBrainsは他の企業と協力し、可能な
限り多くの開発者にツールをご利用い
ただけるように取り組んでいます。
現在、100社以上のリセラーとの協業により世界各
国におけるビジネスを展開しております。

当社のパートナーは、信頼できるコンサルティング会社とトレーニング会社で
す。 当社ツールをご利用いただくことで、皆様さらにご成功されております。

jetbrains.com/company/partners 
で詳細をお読みください 
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テクノロジーパートナー
—

JetBrainsでは、多くのテクノロジーパートナーと統合し、コラボし、共同マー
ケティングを行っております。 パートナーには、業界トップクラスの企業も

含まれます。 当社は、開発者のさらなる生産性の向上に向けた、私た
ちの情熱を共有する企業と提携していきたいと考えております。

jetbrains.com/company/partners-technology 
で詳細をお読みください 
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製品価格＆ライセンス
—

当社は無料かつオープンソースのものから多国籍企業向け
まで、様々な価格体系とライセンスオプションを提供します 
詳細：

• デスクトップ製品：月間および年間プランと永久フォールバックラ
イセンスが付くサブスクリプションベースのライセンス。

• サーバー製品：1年間の無料アップグレードを含むアップグレードサブスクリプション。
• すべてのライセンスに含まれるエキスパートレベルの製品サポート。
• 併用可能なボリュームディスカウントおよび継続割引。

製品価格やライセンスについての詳細は、以下ををご覧ください  jetbrains.com

個人開発者と 
スタートアップ企業
向けの特別価格 

オンプレミスから 
クラウドまで様々な 
チームツール向けプラン

学生、講師、教育機関向 
けの無料ライセンス

オープンソース 
プロジェクト向けの 
無料ライセンス

エンタープライズ 
顧客のための 
特別ライセンス体系
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• 対前年比収益

• 上位6か国

• 顧客ハイライト

• 製品ダウンロードと使用

2017事業年度レビュー 
—



地域別対前年比収益成長率

1587 +40% 

人の個人ユーザー 
 が毎日JetBrainsの新しい
お客様になっています 

111 +11% 

の企業の皆様 
が毎日JetBrainsの新しいお
客様になっています 

+36%

+41%+26%

アメリカ大陸

ヨーロッパ、中東、アフリカ

アジア太平
洋地域

169
か国と地域 
で JetBrains製品が使われています
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ライセンス売上成長率 上位6か国

ライセンス売上規模 上位6か国 

米国 ドイツ 英国 ロシア カナダ フランス

ブラジル

韓国

ハンガリー

ルーマニア

スペイン

フランス

       +51%

          +49%

       +45%

    +39%

+35%

+35%
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顧客ハイライト 
—

276 000 +20%

のアクティブな有
料顧客数 (2017)

Fortune Global100社中、81社が当社のお客様です 
Fortune Global 500社中の324社も当社のお客様です

1 065 000 +45%

2017年のアクティブ
顧客数 (無料+有料）

Fortune100社中、95社が当社ツールを使用しています  
Fortune500社中、409社が当社のツールを使用 

100
500

81

95

5M+
のユーザーによ
る信頼実績 
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ダウンロードの前年比増加率 
2016 +42% 
2017 +44% 

JetBrains Toolbox（デスクトップ製品、IDEs +  
2016 +35% 
2017 +42%

チームツール（Upsource、YouTrack、TeamCity＆ 
2016 +17% 
2017 –23%

製品ダウンロードと使用
—

アクティブ 
ユーザー

2014 2015 2016 2017

5M

2.7M

3.7M

+35%

ダウンロード総数

24 644 017 +44%
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75 000
人が毎月EAP（早期アクセス）プログラムに参加 

17,7%+4,4% 
JetBrains Toolbox全顧客のうち 
All Products Pack を購入した割合 

製品ダウンロードと使用
—

76%

4%

4%14%

6%

79%

2016

2017

14%

3%

JetBrains Toolboxサブスクリプション
Individual customers 

 Personal annual

 Personal monthly

Business and organizatios
 Organizations annual

 Organizations monthly
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• 当社チーム

• 従業員

チーム 
—



JetBrainsでは、各従業員が独自の
目的と野心を持っています。 しか
し、JetBrainsがあなたにとって特別な
理由は何かと尋ねたところ、最も頻繁
に使用された言葉は、Authenticity（
真正性）、Independence（独
立性）、Learning（学習）、そし
てFun（楽しい）でした。

900人以上の従業員がいるにもかか
わらず、私たちは、2000年にこの会
社を立ち上げた数人の熱狂者を駆り
立てたものと同じく、「世界をより良く
変える開発者をサポートする」という
ビジョンと目的を共有しています。

JetBrains 会社概要 5. チーム _56



最年少の従業員年齢 

19 歳

従業員の人口統計 
—

オフィススペース : 

18 941 m2 
+ 3800 m2 i (2017 年)

従業員の平均年齢 : 
32 歳

最年長の従業員年齢 : 

70 歳

901
人の従業員が世界中で働いています 
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オフィス 
—
• チェコ共和国プラハ 
   (本社、EMEAおよびAPAC 営業部)

• ロシア、サンクトペテルブルク 
   (R&D センター)

• ドイツ、ミュンヘン 
   (R&D センター)

• ロシア、モスクワ 
   (R&D センター)

• ロシア、ノボシビルスク 
   (R&D センター)

• 米国マサチューセッツ州ボストン 
   (R&D センター)

• 米国ニュージャージー州マールトン  
   (米国東海岸 営業部)

• 米国カリフォルニア州フォスターシティ 
  (米国西海岸 営業部)



JetBrains s.r.o. 本社、 
EMEAおよびAPAC 営業部（2001年設立）

住所： 
Kavčí Hory Office Park, Na  hřebenech II 1718/10, 
Praha 4 -  Nusle - 147 00, Czech Republic

従業員数： 
77

プラハ、
チェコ共和国
—
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OOO IntelliJ Labs 
R&Dセンターロシア（2002年設立）

OOO JetBrains 
ロシア＆CIS 営業部

住所： 
Universitetskaya nab.,  7-9-11/5А 
St. Petersburg 199034, Russia

従業員数: 
600

ロシア、
サンクトペテルブルグ 
—
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JetBrains GmbH 
R&Dセンター（2011年設立）

住所 : 
Elsenheimerstrasse 47 
80687 Munich, Germany

従業員数: 
156

ドイツ、ミュンヘン
—
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OOO IntelliJ Labs 
R&Dセンター（2009年設立）

住所 : 
Krasnopresnenskaya nab., 14/1 
Moscow 123100, Russia

従業員数: 
42

ロシア、
モスクワ 
—
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OOO IntelliJ Labs 
R&Dセンター（2016年設立）

住所 : 
ul. Demakova, 30  (Akademgorodok) 
Novosibirsk 630128, Russia

従業員数: 
29

ロシア、
ノボシビルスク
—
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JetBrains, Inc. 
R&Dセンター（2003年設立）

住所 : 
2 Seaport Lane, suite 8C, 
8th floor  Seaport EAST 
Boston, MA 02210

従業員数: 
21

米国マサチューセッツ州
ボストン 
—
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JetBrains Americas, Inc. 
West Coast 
米国西海岸 営業部

住所 : 
989 East Hillsdale Blvd. Suite 200 
Foster City, CA 94404

従業員数: 
12

米国カリフォルニア州フ
ォスターシティ
—
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JetBrains Americas, Inc. 
East Coast 
米国東海岸 営業部

住所 : 
10 Lake Center Dr #203 
Marlton, NJ 08053

従業員数: 
9

米国ニュージャージー州
マールトン
—
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本社 
および国際営業

JetBrains s.r.o. 
Na Hřebenech II 1718/10,  
14700 Prague 4, Czech Republic

Tel: +420 241 72 2501 
Fax: +420 241 722 540 
sales@jetbrains.com

sales.jp@jetbrains.com （日本語）

お問い合わせ  
—

jetbrains.com facebook.com/jetbrains @jetbrains

アメリカ大陸営業
sales.us@jetbrains.com 
Tel.: +1 888 672 1076

East Coast 
10 Lake Center Dr #203, Marlton,  
NJ 08053, USA

Tel: +1 609 714 7883 
Fax: +1 866 838 6784

West Coast 
989 East Hillsdale Blvd. Suite 200, Foster City,  
CA 94404, USA

Tel: +1 888 672 1076 
Fax: +1 866 838 6784
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Thank you 
—


