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エクスウェア株式会社

職種
PM/PL候補、システムエンジニア

仕事内容
一つのプロダクトや事業に留まることなく、
システムの開発における上流工程からトータルで取り組むことができ、様々なキャリアを実現可能！
PM、PL、開発コンサル、SE、スペシャリスト、フルスタックエンジニアなど、
将来的に様々なポジションでご活躍いただくためのフィールドを用意しています。

《案件例》
●大手中古車販売店の基幹システムをフルスクラッチで開発
［工程］要件定義～運用・保守
［言語］サーバーサイド：Java、SpringBoot

フロントエンド：React、HTML、CSS、JavaScript、Redux、jQuery

●大手航空会社の次世代DX推進
［工程］基本設計～（現在は開発フェーズに入っています）
［言語］サーバサイド：Java

フロントエンド：React

●大手男性化粧品会社のAIを使った商品紹介支援システムの開発
［工程］要件定義、設計、開発、運用・保守まで一貫して対応
［言語］サーバーサイド：Java、SpringBoot、Python

フロントエンド：React、HTML、JavaScript、CSS、Thymeleaf、jQuery

●テーブルトップオーダー＋自動配膳サービス開発
［工程］基本設計～運用試験まで一貫して対応
［言語］Java、Swift、Objective-C

★上流工程をメインに手掛けるプロジェクトが多くあります

《主な開発環境》
・開発言語：Java,C#,React,VB.NET,Python,JavaScript,CSS,HTML,Swift
・インフラ：AWS,GCP,Azure
・フレームワーク：Spring Boot,Next.js,Bootstrap,Thymeleaf
・データベース：Doma2,posgreSQL,Oracle,BigQuery
・ツール：Backlog,Git,Eclipse,Vscode

求める能力
《Java,C#,React,VB.NET,Next.js,Python,AWS,Swiftの開発経験者は大歓迎です！》
▼システム開発における何かしらの経験がある方
・経験者はやりたいことを最優先します。
・上流工程へのキャリアアップ希望もOK！
・中途入社のハンデは一切なく、誰もが上を目指せる環境です。

給与
⽉給25万円以上（PM/PL候補の場合は35万円以上）＋決算賞与年2回＋各種手当
※経験・能⼒を考慮の上,決定
※定額割増手当（固定残業代）38時間分含む⽉給制（定額割増手当5万円～8万円）
※時間外38時間を超えた場合は別途割増超過手当支給
※試用期間3ヶ⽉あり

勤務時間
平日9:00～18:00

待遇・福利厚生
退職⾦制度／各種社会保険完備(雇用,労災,健康,厚生年⾦)／慶弔⾒舞⾦制度(結婚,出産,弔慰⾦)／
従業員持株会制度／健康診断:年一回／インフルエンザ予防接種:年一回／
社内⾏事:社内交流会,プログラミングじゃんけん大会,全社会…他

休日・休暇
★年間128日以上

完全週休2日制／祝祭日／年次有給休暇（初年度10日）／誕生日休暇（誕生日の前後一週間に1日
休暇を取得）／ハイパーチャレンジ休暇（4⽉から9⽉までの間に1日休暇を取得可3,000円支給）／
癒し休暇（10⽉から3⽉までの間に1日休暇を取得可3,000円支給）／コロナワクチン接種に伴う特別

休暇（1日間）／
夏季休暇（5日間）／ 年末年始（7日間）／その他慶弔休暇,育児・介護休暇,生理休暇等

勤務地詳細（就業地）：松江オフィス：「松江駅」より徒歩5分 ※東京勤務希望の方は別途ご相談ください。★リモートワークもOKです！

先進的な技術に触れ、市場価値を高めたいエンジニア募集！１
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当社は、SCSK株式会社のグループ会社です。

SCSKグループは、その総合力を最大限に発揮したサスティナビリティ経営を

推進することで各ステークホルダーと共に、持続的な成長を目指しています。

SCSKサービスウェアについて

ひとつ先へつなぐ

株式会社バント

職種
プロジェクトマネージャー（Web系）・Webプロデュー
サー・ディレクター・Webプランナー・
Webデザイナー/コーダー・映像編集クリエイター

仕事内容
デジタルを軸としたコミュニケーション戦略の立案から
インターネット広告の制作やＷＥＢサイト制作、
ＳＮＳ運用やデジタルコンテンツ制作などの業務。
職種は
・プランナー
・WEBディレクター
・WEBデザイナー
・SNSマネージャー
を目指す方や該当する方

求める能力
お客様への提案、連絡、メンバーとのコミュニケーションが
⾏える方。
企画提案,SNS運用,デザイン,動画,HTML,CSSに知⾒のある方
は優遇。

〇WEBディレクター
実務経験あり。基本的なHTML、CSSの知識（デザイン案から
コーディングが可能な程度）
javaScript, jQueryの知識。
〇Webデザイナー
実務経験あり。Adobe Illustrator, Photoshopの使用経験あ
り。

給与
当社規定により経験・能⼒を考慮の上、決定

勤務時間
10:00～19:00（休憩時間60分、リモートワーク可）

待遇・福利厚生
社会保険完備（関東ITソフトウェア健康保険組合）、定期健
康診断、
各種施設等

休日・休暇
週休2日制、祝日、年末年始休暇、慶忌・特別休暇

勤務地詳細（就業地）：雲南市木次町木次1-26 木次駅前ビル3階
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当社は、SCSK株式会社のグループ会社です。

SCSKグループは、その総合力を最大限に発揮したサスティナビリティ経営を

推進することで各ステークホルダーと共に、持続的な成長を目指しています。

SCSKサービスウェアについて
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株式会社MCセキュリティ

職種

組込系SE・PG／セキュリティエンジニア

仕事内容

・インターネット上の脅威（ウイルス、ネット経由の攻撃）
の研究

・シグネチャ（脅威の防御方法）の作成
・シグネチャの製品への実装

求める能力

■必須経験・スキル：
Linux環境での開発経験が1年以上ある方

■任意経験・スキル：
【以下の経験がある方は歓迎します】

・Linuxコマンドに関する知識
・ネットワークセキュリティに関する知識
・Snort/Suricataの知識
・ネットワークプロトコルの知識
・下記ソリューション、技術領域に関する知⾒
（FW,IPS,IDS,Endpoint,標的型攻撃,Webフィルタリ

ング,脆弱性診断 等）
・AWSやGCPなどのクラウドインフラストラクチャ

に関する知識

給与

年俸制（賞与含む）
320万円～620万円（20歳～30歳まで）
◆モデル年収

23歳/400万円
28歳/580万円

勤務時間

9:00～17:50（実働7時間50分）

待遇・福利厚生

社会保険制度完備（厚生,雇用,労災,健康）,財形貯蓄制度,
社員旅⾏（年1回）,社宅

休日・休暇

完全週休2日制（土・日）,祝日
年間休日126日（2020年実績）
夏季休暇3日
年末年始休暇5日
年次有給休暇（入社初年度6か⽉経過後 10日）

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市または東京都中央区日本橋

島根在住 VS 世界３

ＭＣセキュリティは、島根に居ながら世界中のクラッカーやブラック

ハッカーたちから、国内企業の情報を守る仕事をしています

JR松江駅から北へ約3km、島根県の
研究開発型企業団地、ソフトビジネス

パーク島根内です。
のどかな丘陵地に立つ社屋はウッド
デッキに面したカフェテラスを併設し

ています。
四季の自然を感じながらの快適な職場
環境は、県外から視察に訪れる方もい

らっしゃいます。

株式会社モンスターラボ

職種
オープン系SE・PG,Web系SE・PG,プロジェクトマネージャー（オープン系）,プロジェ
クトマネージャー（Web系）,データベースエンジニア,オフショア開発・ブリッジSE,
社内SE（システム企画・開発）

仕事内容
「最新技術」を追い求めるエンジニアが多数所属し,新規サービス（iOS/Androidアプリ
やWebサービス）の開発を⾏なっています。企画⼒と技術⼒の両方を強みとしており,
O2O技術,機械学習によるレコメンド技術,リアルタイム動画配信技術などを駆使した
クリエイティブな案件の企画から開発までを担っています。

Monstar-Lab DX BLOG：https://monstar-lab.com/dx/

具体的には,顧客様からの依頼を受け,Webサービスやアプリ制作における主にアーキ
テクチャ面での企画・開発をしていただきます。社内のPMやディレクターとチームで
取り組んでいただきます。また,海外拠点の開発チームのリードも担っていただきます。

◆開発環境一例
言語：Golang,Java,PHP,Ruby,JavaScript,TypeScript,HTML,CSS,Swift,Kotlin,
Flutter／フレームワーク：React,Vue.JS,Node.JS,Laravel,Ruby on Rails,Spring
boot／環境：AWS,Azure,GCP／データベース：RDB,NoSQL／プロジェクト管理：
JIRA,Backlog,Redmine／コミュニケーションツール：Slack,Zoom／デザイン周り：
Figma,Adobe XD,Zeplin,Sketch

求める能力
【求める経験・スキル】

Java,PHP,Ruby,Golangのいずれかの言語での開発経験5年以上／APIやバッチを開発
及びパフォーマンスチューニング経験／いずれかのクラウドプラットフォームでの
設計もしくは構築経験／パフォーマンスに配慮したコーディングスキル

【歓迎スキル】
JavaScript,TypeScript,CSS,HTML5などのフロントエンドの技術経験・知識／React
やVue.JSなどを用いたモダンなWebフロントエンドアプリケーション開発経験／
ビジネスシーンでの英語⼒（Onlineクラスのサポート有り）／チームでの開発経験／
開発ディレクション経験／海外Offshoreチームとの開発経験

【求める人物像】
最新技術や新しいサービスに興味がある方／積極的にサービス開発でアイデアを活か
してみたい方／クライアント,コンシューマに価値あるサービスを提供したい方

給与
年収：500万円～900万円（経験、能⼒等踏まえて決定します。）
＊各種保険完備 ＊交通費全額支給（⽉上限５万円）

勤務時間
裁量労働制のため従業員の裁量により決定

待遇・福利厚生
関東ITソフトウェア健康保険組合に加入／オンライン英会話補助／従業員持ち株会制度
／マナラボ：スキル向上や社内ニュースのキャッチアップを目的／【グロ活】コンサル
ティングスキル向上のためのグロービスのEラーニング学び放題 ※対象制限あり／
【書籍購入補助】スキルアップの為の書籍購入／【スキルシェアリング】勉強会のイベ
ント情報カレンダーが共有されており自由に参加可能／【シャッフルランチ】入社から
３ヶ⽉間でランチ会を設定し既存メンバーとの繋がりサポート
※費用：1回あたり1,500円を会社負担

休日・休暇
≪年間休日122日≫
完全週休2日制(土・日) ,祝日,夏季休暇（3日）,有給休暇（入社3か⽉後に付与,入社⽉
により付与日数は異なりますが年間15日以上付与（うち5日間の計画有給を含む）,
慶弔休暇,特別休暇,子の看護休暇、生理休暇

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市白潟本町33、東京都渋谷区広尾1-1-39 ※リモート勤務可

世の中にない新規サービスを担うバックエンドエンジニアテックリード４
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BPO
Outsourcing

Business

Process

当社は、SCSK株式会社のグループ会社です。

SCSKグループは、その総合力を最大限に発揮したサスティナビリティ経営を

推進することで各ステークホルダーと共に、持続的な成長を目指しています。

SCSKサービスウェアについて

SCSKサービスウェア株式会社

職種

ネットワークエンジニア／セキュリティエンジニア／社内SE（インフラ・
運用・サポート）／ヘルプデスク

仕事内容

①法人向けバックアップソフトサポート
→企業向けのバックアップソフトに関するお問い合わせに対し,電話・

メール・チャットを利用し,ユーザー様からのお問い合わせに回答する
お仕事です。

②NW事業者向け製品のサポート（DNS/ADC・LB/メールサーバ）
→製品の仕様や障害に対し,ナレッジ参照,動作検証,ログ解析,メーカーに

情報収集するなど,あらゆる手段を使ってトラブルを解決するお仕事です。

③セキュリティ・クラウド製品のサポート
→セキュリティ製品やクラウド製品に関するお問い合わせに対し,電話・

メールを利用し,ユーザー様からのお問い合わせに回答するお仕事です。

求める能力

①②：Linux,UNIXサーバ構築・運用経験

③：OS,ソフトウェア,ネットワーク,HTML関連基礎知識

①～③共通：ユーザー,クライアント,チーム内とのコミュニケーション能⼒

給与

①②：⽉給22万4,000円～ +諸手当
③ ：⽉給19万2,000円～ +諸手当

勤務時間

平日9:00～18:00

待遇・福利厚生

・社会保険完備
・退職⾦制度（正社員登用後適用）
・SCSK健康保険組合加入
・スポーツ施設・保養所利用可
・カウンセリング
・年1回無料健康診断
・歯科検診無料
・資格取得支援制度（ITIL,LPI認定各種試験等の研修や受験料

サポートなど）
・研修制度（社内で様々なカリキュラムをご用意）
・産休・育休取得実績あり

休日・休暇

・完全週休2日制（土・日）
・年末年始休暇
・有給休暇※有給取得率80％以上
・産前産後休暇
・育休休暇

※祝日休みなどは配属先により異なります。
※会社カレンダーあり

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市御手船場町553-6 松江駅前エストビル4階

『ヤリガイ × ハタラキヤスサ』を”本当に”両立できる会社６

株式会社パソナ DXテクノロジー本部
（旧社名：(株)パソナテック）

職種

プログラマ／AI・Deep learningエンジニア／プロジェクトマネージャー／イ

ンフラエンジニア

仕事内容

※『島根Lab』は下記の機能を有する開発拠点です。

■開発機能：東京を中⼼に全国で受託した開発案件をニアショア開発
します。
／■産学連携機能：島根大学はじめ現地の教育機関と連携し,学生の
プログラ ミングに対する興味喚起,知識向上を図る取り組みを実施し
ます。

※派遣サービスをおこなう拠点ではありません。

【開発プロジェクト例】
福利厚生サービス会社向け会員メール配信システム開発／人材紹介会
社向け人材管理システム開発／流通系IT会社向けショッピングモール
iOSアプリ開発／人材派遣会社向けスタッフ管理システム開発
【AI関連プロジェクト例】
センサ画像認識や動体検知等の適応開発・AIを導入することで工数削
減を⾏うことを目指すシステム開発（写真判定や図面データ活用等）
／移動データや⾏動データ等の分析と,予測分析・製造分野における
技術応用 等
【インフラプロジェクト例】
オンプレ環境からAWSへの環境構築/移⾏／BtoB向けサービス企画の
ためのビッグデータ活用に向けたデータ基盤設計,構築／MaaS事業に
おける, 新規サービス実現のための基盤設計,構築

求める能力

実務経験1年以上

給与

【プログラマ】⽉給20万円～

【AI・Deep learningエンジニア】⽉給23万円～
【プロジェクトマネージャー】⽉給31万円～
【インフラエンジニア】⽉給23万円～
【年収例】
年収450万(24万/⽉額+賞与など)(メンバー)
年収550万(30万/⽉額+ 賞与など)(プロジェクトリーダー)
年収650万(37万+賞与など)(プロジェクトマネージャ)
年収730万(50万/⽉額+賞与など)(サービスマネージャ)
年収1000万(74万/⽉額+賞与など) (プロデューサー)
※経験･能⼒等を考慮し,当社規定により決定します

勤務時間

9:00～17:30（休憩12:00～13:00／実働7時間30分）

待遇・福利厚生

社会保険完備,定期健康診断,スキルアップ支援（各種研修制度,資格取得支援

制度）,セーフティネット（カウンセラーなどへの各種悩み相談）,表彰制度
（年2回）,退職⾦制度

休日・休暇

完全週休2日制（土・日）,祝日,年末年始休暇,年次有給休暇,特別休暇（結婚/ 

忌引/産前産後/育児/介護看護/リフレッシュ休暇[年間最大9連休]）

勤務地詳細（就業地）：山陰本線「松江駅」から徒歩5分

東証一部上場パソナグループ／急拡大中『島根Lab』のメンバー募集５
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株式会社CIC（旧社名：㈱ｾﾝﾄﾗﾙ情報ｾﾝﾀｰ）

職種
システムエンジニア・プログラマ（産業・流通ソリューション系）,システムエンジニア・セキュリティ
エンジニア（情報セキュリティサービス系他）・システムエンジニア・ネットワークエンジニア（プ
ラットフォームソリューション系）,システムエンジニア・プログラマ（ビジネスソリューション系）・
システムエンジニア・プログラマ（⾦融・公共ソリューション系）

仕事内容
【システムエンジニア・プログラマ（産業・流通ソリューション系）】
『産業・流通ソリューション』

車載関連ソフトウェア開発／ファームウェア開発／デバイスドライバ,ミドルウェア開発／
ビルシステム・工場／プラント制御ソフト開発

創業時から,組込みソフト分野の開発部門を組織化し,様々なマイコン応用機器の組込みソフトの開
発に長年にわたり取り組んできました。 現在では,最新の技術動向やマーケットに着目しながら,
車載機器関連システムやＥＶ（電気自動車）用充電システム,スマートメータ（新電⼒量計量システ
ム）や各種エネルギーマネージメントシステムなどの開発にも携わっており,高度な社会インフラの
構築に向けたソリューションの提供を目指しています。

【システムエンジニア・セキュリティエンジニア（情報セキュリティサービス系他）】
『情報セキュリティ・サービス』

セキュアシステム設計,製造／試験支援／認証取得／監査／教育,研修支援

当社が長年提供している情報システムの開発・運用に関するノウハウと情報セキュリティの知⾒を
効果的に融合し,お客様のニーズに合致する様な最適かつ効率的な支援をお客様にご提案いたします。

【システムエンジニア・ネットワークエンジニア（プラットフォームソリューション系）】
『プラットフォームソリューション』

クラウド,ストレージ,ネットワークの各種インフラ設計・構築／システム運用・維持保守・移設支援

当社は,公共,⾦融,産業,流通の各分野において,コンピュータシステムの基盤構築／維持／運用を長年
にわたって手掛けてきました。これら幅広い分野で得た経験とノウハウを先進のITプラットフォーム
で,人に優しく,環境と調和がとれたシステムの実現に向けて邁進していきます。
また,「スマートシティ構想」「地球にやさしい知的創造社会」の実現に向け,一丸となりシステムの
構築に努めています。

【システムエンジニア・プログラマ（ビジネスソリューション系）】
『ビジネスソリューション』

スマートデバイス関連システム構築／GIS関連システム構築／カード決済関連システム構築／
セキュリティ関連システム構築

弊社はSI事業として,幅広い分野でのシステム構築を手掛け,多くのノウハウとお客様からの厚い信頼
を蓄積してきました。中でもICメディアを応用した認証システムや地図情報を活用した不動産システ
ム等において実績を持ちます。近年はクラウドによるサービス提供のニーズが高く当社もこれに応え
クラウド環境の設計構築をはじめサービスを含めたソリューションを提供しています。
今後は、ビックデータの効率的な活用を支えるITシステムとサービスを提供することにより,社会の
発展に貢献できるシステムの構築に努めます。

【システムエンジニア・プログラマ（⾦融・公共ソリューション系）】
『⾦融・公共ソリューション』

⾦融・保険関連システム構築／社会インフラ系システム構築／官公庁系システム構築

⾦融・保険などの⾦融系システム,交通・電⼒・通信等の社会系システム,官公庁・自治体・学術系の
公共システムは,国の重要なインフラ機能を担っています。今後は,「スマートシティ構想」「地球に
やさしい知的創造社会」の実現に向け、実践の場で培った業務分析⼒と,情報システムの設計技術を
融合した企画提案とシステムの構築支援を提供し,社会に貢献しています。

求める能力
【必須】IT企業に興味を持ち,個々の能⼒を磨きながらプロジェクト遂⾏に貢献できる方
【任意】何か一つでよいので,自信を持てる技術スキル（経験者優遇）

給与
250,000円～300,000円 経験・年齢・能⼒を考慮の上,当社規定により優遇します。

勤務時間
9:00～17:30（フレックスタイム制あり／コアタイム10:30～15:30）※実働7.75時間

待遇・福利厚生
年⾦：企業年⾦基⾦／制度：産前産後休暇制度,育児休暇制度,介護休暇,財形貯蓄 他／慶弔関係：慶弔
の祝⾦・⾒舞⾦／健康管理：定期健康診断,健康相談,メンタルヘルス,クラブ活動／施設：健康保険組合
の直営保養所および契約ホテル,スポーツセンター,ゴルフ場,グラウンドの利用可

休日・休暇
完全週休2日制（土・日曜）,祝日,年末年始,創立記念日,夏季休暇（3日間）,慶弔休暇,
年間休日125日（2021年実績）,年休（10～20日）

勤務地詳細（就業地）：島根（島根県松江市）、本社（東京都渋谷区）,システム研究所（神奈川県川崎市）,中部支店（愛知県名古屋市）,東北支店（宮城県仙台市）,九州営業所（福岡県福岡市）

U（you）と I（愛）をはぐくめる島根！ CICで実現しよう！７

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市殿町１９８－１

企業のDXを松江から支援８

PSC ＝ Power Staff Communications

人と人のつながりを大切に

株式会社ピーエスシー

職種
プロジェクトマネージャー（オープン系）,プロジェクトマネージャー（Web系）

仕事内容
【オープン系SE・PG,Web系SE・PG,プロジェクトマネージャー（オープン系）,

プロジェクトマネージャー（Web系）】
・エンジニア業務（設計,プログラミング,ユニットテストなど）／PL/PM業務（プリセールス/提案

活動,プロジェクト計画立案,プロジェクト管理,要件定義,基本設計など）

求める能力

【オープン系SE・PG,Web系SE・PG,プロジェクトマネージャー（オープン系）,
プロジェクトマネージャー（Web系）】

（必須経験／スキル）※下記いずれかに該当される方。
・サーバーサイド全般の設計・開発・運用実務経験3年以上／Webアプリケーション開発経験3年

以上／言語問わず,基本設計,詳細設計,テーブル設計の経験者

【歓迎要件／スキル】
・リーダー経験,マネジメント経験／Azureを使った開発経験／Pythonを使った開発経験／

JavaScriptでの開発,APIの開発経験／Rubyを使った開発経験／Linux/RDBMSの基礎知識

給与

【オープン系SE・PG,Web系SE・PG,プロジェクトマネージャー（オープン系）,
プロジェクトマネージャー（Web系）】
想定年収：352万～586万円
⽉給制 ※上記は目安。経験・能⼒に応じて決定。

勤務時間
9:00～18:00（休憩1時間／実働8時間）

待遇・福利厚生
・健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合加入）／厚生年⾦保険／雇用保険／労災保険／確定拠

出年⾦制度／団体保険／社内教育研修／資格インセンティブ制度／持株会／社宅・家賃補助制度あ
り（社内規定あり）／大型テーマパーク・スポーツ施設のパートナーメンバーズ／社員旅⾏（ベト
ナム,グアム,沖縄,スパハワイアンズなど）※一部会社補助⾦あり／社内イベント多数（お花
⾒,BBQ,運動会,新年会など）

・マイプレミアムデー制度（⽉に1度,任意の日に15時退社が可能です）
・サークル活動支援

休日・休暇
・週休2日制（土・日）／祝日／夏期休暇／年末年始休暇／年次有給休暇／慶弔休暇／生理休暇／

産前産後休暇（リーダークラスの取得実績あり）／育児休暇（満1歳に達するまで）／
子の看護休暇／介護休暇／裁判員休暇

※年間休日121日（昨期実績）

女性育児休暇取得率100％,男性の育児休暇取得の実績が認められ,厚生労働大臣より「次世代育成
支援対策に取り組んでいる企業」として認定を受けました。
2020年2⽉には,「働く女性のための健康セミナー」を実施するなど,男女均等な雇用環境の整備に
努めており,現在,社員の30.5％が女性社員となり,多くの女性社員が様々な部門で活躍しています。



※ホームページ上により詳しい情報を掲載しています

勤務地詳細（就業地）：島根県出雲市、またはリモートワーク

ITで社会・日本のDX推進に貢献できる企業を創る１０

株式会社テクノプロジェクト

職種

オープン系SE・PG／Web系SE・PG／汎用系SE・PG／プロジェクトマネー
ジャー（オープン系）／プロジェクトマネージャー（Web系）／プロジェク
トマネージャー（汎用系）／プロジェクトマネージャー（ネットワーク）／
基盤系エンジニア（サーバ・インフラ設計）／ネットワークエンジニア／セ
キュリティエンジニア／データベースエンジニア／フィールドエンジニア／
セールスエンジニア・プリセールス／営業／OS・パッケージソフト開発／
社内SE（システム企画・開発）／社内SE（インフラ・運用・サポート）／
研究開発・品質管理・テスト・評価／ITアーキ
テクト

仕事内容

・ソリューションビジネス（自治体,医療,教育,⾦融・流通等の各分野にお
ける顧客向けシステム提案,システム分析・設計,プログラミング等）

・パッケージビジネス（マーケットリサーチ,パッケージ開発,販売支援,
顧客導入支援等）

・クラウドサービスの提供（SaaS,ホスティング,iDC（インターネット
データセンター）運用等）

・開発言語：Java,Ruby,VB,C,COBOLなど

求める能力

プログラミング経験またはシステム構築経験またはシステムエンジニア経験
（3年程度以上）、または相当するITスキル保有
※情報処理技術者試験資格取得者は歓迎します。

給与

入社時基本給：220,000円～360,000円
入社時年収：390万円～900万円
40歳モデル年収（2021年実績より）： 管理職690万円,リーダー590万円

勤務時間

8:40～17:30（休憩60分）
テレワーク勤務制度あり

待遇・福利厚生

健康保険／厚生年⾦／雇用保険／労災保険／職場つみたてNISA／確定給付
型年⾦／確定拠出型年⾦／資格取得支援／慶弔⾒舞⾦制度／表彰制度／互助
会／ジョイメイトしまね／富士通トータル保険（富士通グループ割引）／＋
plusOne（健康的な食事安価提供）／血液検査／生活習慣改善指導／脳ドッ
ク受診料負担／家族検診受診料負担／提携保育園への優先入園／病児保育補
助／受動喫煙対策（喫煙専用または加熱式たばこ専用喫煙所設置）
退職⾦制度：定年制度（65歳）、選択定年制（60歳以上）、

再雇用制度（上限年齢なし）
クラブ活動（野球、ゴルフ、マラソンほか）

休日・休暇

週休2日制（土・日曜日,年2回土曜日出勤あり）,祝日,年末年始,年次有給
（10～20日）,慶弔,フリー休暇,積立休暇,ファミリープラン休業（不妊治
療のため）ほか

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市学園南2丁目10-14 タイムプラザビル、島根県松江市玉湯町布志名767番地63

社員の暮らしを豊かにする”働く仕組み”と、からだとこころの健康を保つ”支援制度”９

社員の暮らしを豊かにする“働く仕組み”と、からだとこころの健康を保つ”支援制度”で

236名の社員一人ひとりがイキイキと活躍できる
“Life and Wellness”な職場をつくっています。

働き方
妊活・出産・育児・介護療養支援、
テレワーク勤務、副業兼業、
短時間勤務（週休3日）等
キャリア形成
資格取得支援、若手キャリアデザイン研修、
中堅キャリアプラン研修、エキスパート認定等
健康支援
血液検査、栄養指導、ストレスチェック、メンター相談カード等
※https://www.tpj.co.jp/corporate/lifeandwellness

会社概要
山陰最大規模の売上・従業員を誇るシステム
インテグレーターです（本社所在地：松江）。
富士通のSE会社として設立されました。
山陰中央テレビ放送のグループ会社です。
※https://www.tpj.co.jp/

株式会社ベクティス

職種

Web系SE・PG,プロジェクトマネージャー（Web系）,オフショア開発・ブリッジSE

仕事内容
【前職給保証/年休125日以上/リモート/エンジニア】

★前職給保証/前職給与+数十万などほぼ全員が収入UP

★年休125日以上/休日出勤が殆ど無く(実績に自信あり)、残業も少なめです

★リモートワーク

★Ruby、Python、PHP、Go、javaScript(react,typeScript)、AWSなどのWEB系技術を経験できるプロジェクトがほとんど！

★20代、30代の若手が活躍！

★メガベンチャー・有名スタートアップ出身メンバーが手厚く成長をサポート！

★メンバーはスキルだけではなく、チームワークの意識が高いメンバーばかりで働きやすい職場！

【プロジェクト例】

・SaaSプロダクトフロント・バックエンド開発

・求人サービスフロント・バックエンド開発

・オンラインプラットフォームバックエンド開発

・ECサイトバックエンド開発

【開発環境例】

言語：PHP、Ruby、Go、Python、Swift、Kotlin、Flutter、React(Next.js)、Vue(NuxtjQuery、(Nuxt.js)、TypeScript

インフラ ：AWS

DB：MySQL、PostgreSQL、MongoDB

ツール/その他 ：GitHub、Docker

【キャリアパスー入社後はどんな可能性がありますか？】

◎自分でサービスが作れるくらい技術⼒あるプログラマーの道を極める。

◎サービス開発を率い、大きな成果を出せるチームリーダーを極める。

◎自身の専門領域を極め、経験をもとに、DX人材の育成をする。

◎会社の幹部・経営人材として、活躍する。

マネジメントに進む、プレイングマネージャーとして活躍するなど、地方にいながらでも個々人のキャリアパスを大切にし、

生涯活躍できるキャリアが身につけられるかどうかを大切に仕事を選んでおります。

求める能力
実務でのアプリケーション開発（1.5年以上）／学歴不問／経験者のみ募集／経験言語,工程,環境等不問／転職回数やブランク等も不問／

成長したいという意欲,チームワーク

【歓迎スキル】

Web系・オープン系のアプリケーション開発経験／Ruby,PHP,Python,Java,node.js,Vue.js,React.jsのいずれかでの実務での開発経験／

Vue,React,Angularなどのフレームワークを使ったSPA開発経験／顧客折衝,チームリーダー経験／技術教育・技術者育成経験

【求める人物像】

当社の価値観に合致する方／技術スキルだけではなく,ヒューマンスキル,ビジネススキル含めて希少性高い人材になりたい方／リーダーシップ

（目標を掲げ,結果をとにかく出すために⾏動できる）を持った方／指示待ちではなく,自分の頭で考えて主体的に⾏動できる方／高い志・目標を

持って,努⼒・成長することに貪欲な方

【このような方も気軽にご応募ください】

・UターンIターン制度(引越費用負担)を活用して島根に帰れます。

・SIer在籍者歓迎/SIer出身者歓迎

SIer様での経験を活かしてフルスタックエンジニアに成長できるOJTや研修プログラムを完備しています。

レベルにあったOJT開発を経験しながらスキルアップできます。

「会社と一緒に成長したい」という方のご応募をお待ちしております。

給与
★前職給保証/前職給与+数十万などほぼ全員が収入UP

基本⽉給額 : 300,000円 ～ 800,000円 年収：400万～900万円

[年収例] 360万円／25歳,510万円／30歳,720万円／34歳

※給与は,前職及び年齢,経験,能⼒を考慮した上決定いたします。

勤務時間
9:00～19:00（休憩：1時間） 勤務時間は通常のケースを記載しています。

※プロジェクトにより異なるケースはあります。

柔軟な出社スタイル：規則正しい生活をすることを通じてセルフマネジメントができていれば技術⼒に応じてフレックス制に移⾏できます。

待遇・福利厚生
社会保険完備（健康保険,厚生年⾦,雇用保険,労災保険）,服装自由

休日・休暇

完全週休2日制（土日・祝日）／有給休暇,夏季休暇,年末年始休暇,慶弔休暇



※ホームページ上により詳しい情報を掲載しています

株式会社ネットワーク応用通信研究所

職種

Rubyプログラマー

仕事内容

ソフトウェア開発,運用,教育,サポート等。Rubyを中⼼にシ
ステムの開発を⾏います。
エンドユーザー様との打ち合わせもあります。

求める能力

【必須】
コンピュータが好きな人・プログラミングが好きな人・自
己管理の出来る人を求めています。
「NaClの求める人材」もお読みください。

【任意】
・Rubyでの開発経験
・グループリーダー経験（オープン系言語にて）
・自己学習能⼒が高い方
（社内研修は特にありません。仕事をしながら必要なスキ
ルを学んで頂く形となります）

給与

200,000円～500,000円
経験により優遇

勤務時間

9:00～17:00（裁量労働制有り）

待遇・福利厚生

社会保険完備（雇用,労災,健康,厚生,財形）

休日・休暇

完全週休2日制,祝祭日,年末年始及び夏期休暇,慶弔休暇,
有給休暇,出産育児休暇その他

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市学園南二丁目12番5号 HOYOパークサイドビル2F

Rubyスペシャリスト求む１１

「自分が手がけた」という実感とその軌跡を残せる会社

株式会社ケー・エス・イー

職種
ソフトウェアエンジニア

仕事内容
大手ＩＴ企業の受託開発案件
アジャイル（スクラム）開発チームのDevメンバーとして、顧客要件に基
づくシステム開発に従事していただきます。
※アジャイル開発未経験者可

求める能力
＜必須スキル＞

・Webシステム（フロント、またはバックエンド）の開発・運用経験
（最低5年：言語問わず）

・5名以上のチームによる開発・運用経験 （最低5年）
・チーム外のステークホルダーとの調整役割の経験（年数問わず）
・要件定義～稼働までの一環した開発経験（年数問わず）
・PJ関係者とのコミュニケーションとれるレベルの資料作成能⼒
・Linux OS、RDBMSについての基礎知識

＜尚可スキル＞
・アジャイル開発の経験：ロール問わず
・CI/CDを用いた開発の経験
・パブリッククラウド（AWS/Azure/GCP）を利用した開発・運用経験
・クラウドネイティブなインフラの設計及び構築・運用経験
・コンテナ環境を用いた運用経験

開発環境：
開発環境(DaaS): Amazon WorkSpaces / GSuite
開発管理/情報共有: Slack / Confluence / Jira / Miro
Platform: GCP/GKE

給与
年俸制 450万円以上 （業務経験5年以上）

※経験・能⼒により優遇

勤務時間
9:30～18:30 （実働8時間）
⽉平均残業時間 15時間程度

待遇・福利厚生
社会保険完備、定期健康診断、IT系資格取得支援、従業員生命保険（会社
負担）、慶弔⾒舞⾦、退職⾦制度

休日・休暇
完全週休二日制（土日）、祝日、特別夏季休暇（会社が指定する3日間）、
年末年始休暇、慶弔休暇

勤務地詳細（就業地）：出雲市今市町115-1 ＮＴＴ出雲ビル本棟2階 島根開発センター

１２



※ホームページ上により詳しい情報を掲載しています

株式会社八雲ソフトウェア

職種

プログラマ,システムエンジニア,プロジェクトマネージャ

仕事内容

【Ruby】
プロジェクト品質評価システムをRuby on Railsで開発
●要件定義,概要設計,詳細設計,製造,テスト

2

【Java】
製造管理パッケージソフトウェア開発

2

●外部設計,詳細設計,製造,テスト
2

【HTML&JavaScript】
民間および自治体Webサイト開発

求める能力

【求める能⼒（必須）】
・社会人としてソフトウェア開発経験1年以上（言語問わず）

【求める能⼒（任意）】
・顧客,チーム内でのコミュニケーション能⼒
・利用者のニーズをイメージできて実現できる
・前向きに物事を考えられる

給与

⽉額23万円～40万円（経験・能⼒を考慮のうえ決定）

勤務時間

9:30～18:30（実働8時間／休憩1時間）
※プロジェクトにより顧客先や取引先での作業あり

待遇・福利厚生

●社会保険完備（厚生年⾦・健康・雇用・労災）
●財形貯蓄,財形年⾦,確定拠出年⾦個人型（401k）
●インフルエンザ予防接種補助（年1回）当社の健康保険

被保険者が対象（妻,子など含む）
●慶弔⾒舞⾦など
●補助：外部研修など
●退職⾦制度あり（勤続3年以上）

休日・休暇

●完全週休2日制（土・日）,祝日
●計画年休,年末年始休暇,有給休暇,慶弔休暇
●育児・介護休暇／配偶者の出産休暇

勤務地詳細（就業地）：島根県または東京都

エンジニアとしての現状を打破したいスキルアップやスキルチェンジをお考えのあなたへ１３

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

職種
オープン系SE・PG,Web系SE・PG,社内SE（システム企画・開発）,社内SE（インフラ・運用・サポート）,Webプロデューサー・ディレクター,
Webプランナー,Webデザイナー・コーダー研究開発・品質管理・テスト・評価,ITアーキテクト

仕事内容
【主業務】

■オープン系SE・PG
当社の基幹システムであるアンバサダープラットフォームや新規の自社サービスの開発に携わって頂きます。
・フロントエンドの開発／API設計・開発／DB設計・チューニング

■研究開発・品質管理・テスト・評価
アンバサダープラットフォームとDIGITAL PANDAなどの継続的なリリースにおける品質管理システムの構築と運用を担っていただきます。
・テストケースの作成／テストコードの実装／テスト自動化の実践

■WEBデザイナー・コーダー→自社サービスや顧客向け案件のWebサイト構築のクリエイティブ業務に携わって頂きます。
・アンバサダーマーケティングに適したWEBサイトの要件定義／WEBサイトのワイヤーフレーム作成／WEBサイトのデザイン制作／

WEBサイトのクリエイティブ作成／WEBサイトのコーディング／アクセス解析を活用したWEBサイト改善案の提案／WEBサイト制作時の
工程管理等のマネジメント

【仕事の内容】
当社の独自システムである「アンバサダープラットフォーム」の開発や、新規サービスの開発に携わって頂きます。
上流から運用までの全てのフェーズをお任せします。

★柔軟な開発スタイル
スクラムによるアジャイル開発を実践中。タスク⾒積もりでは、人⽉単位などの絶対量ではなく相対ポイントを採用し、複数人の意⾒を拾いながら
スケジュールを柔軟に調整しています。

★最新技術を積極的に導入
AWSなどのクラウドサービスを使ったシステム構築に携わる事ができます。
作業環境、使用技術、開発スタイルなどはエンジニア同士が意⾒を出し合って決定しています。
開発言語やフレームワークなどの主要技術には、積極的に最新のものを取り入れています。

★コードレビュー文化
デプロイ前にコードレビューを実施し、コード品質の向上に取り組んでいます。

★オープンな情報共有
上長その他の許可なく、メンバーなら誰でも開発に必要な資料やデータを自由に閲覧できます。
また、チャットツールを導入しており、チーム内の情報伝達がスムーズです。

★自由な働き方ができる
現在はフルリモートでの業務も認められています。出社する場合は、リラックスした服装で、音楽を聴きながらの作業もOKです。
フレックスタイム制を導入（コアタイムは11：00～15：00）しています。

★大手企業と多数取引中
当社はアンバサダーマーケティングの先駆け的存在です。ネスレ,資生堂,エステー,SONY,マイクロソフト,グリコ,ハーゲンダッツ,サントリー
など有名企業との取引実績が豊富です。

求める能力
■オープン系SE・PG
【必要要件】Reactを用いたWebサイト構築の実務経験／PHP,Ruby,Pythonなどを用いたWebサイト構築の実務経験

【歓迎要件】Angular,Vue.jsなどモダンJSを用いたWebサイト構築の実務経験／クラウドコンピューティングサービス（AWS,GCP,Azureなど）を
使った開発経験／サーバーサイドフレームワーク(Node.js,Laravel,Ruby on Railsなど)を使った開発経験／
英語⼒(チーム内に外国籍メンバーが在籍しているため)／UI/UXへのこだわり

■研究開発・品質管理・テスト・評価
【必要要件】QAエンジニア経験（ソフトウェア,オープン系）

【歓迎要件】テスト自動化の実践経験／Webサイトの制作経験／プログラミング言語の理解／SQLの知識／英語⼒
（チーム内に外国籍メンバーが在籍しているため）※日本語能⼒は必須

■WEBデザイナー・コーダー
【必要要件】Adobe Photoshop,Adobe Illustratorを用いたデザイン経験／コーディング（HTML/CSS/JavaScript）の実務経験

【歓迎要件】WEBサイトのディレクション経験／WordPressによるWebサイト構築および運用経験／Adobe Premiereなどの動画編集の実務経験／
コピーライティング経験／英語⼒（チーム内に外国籍メンバーが在籍しているため）※日本語能⼒は必須

給与
200,000円/⽉～500,000円/⽉（※年俸制）

勤務時間
フレックスタイム制度（標準労働時間8時間／日）
・コアタイム／11:00～15:00：フレキシブルタイム／8:00～22:00

待遇・福利厚生
・在宅勤務／リモートワーク可／副業OK／服装自由／出産・育児支援制度／研修支援制度／各種社会保険完備（関東ITソフトウェア健康保険組合加入）

／社内部活制度／積立有給制度／自己啓発支援制度／健康診断費用一部補助

休日・休暇
・完全週休2日制（土日・祝日）／有給休暇,夏季休暇,年末年始休暇,慶弔休暇／マイアンバサダー休暇2日/年

勤務地詳細（就業地）：島根オフィス

企業とファンをテクノロジーでつなぎ、「世界中の“好き”を加速する」仕組みを創る１４

株式会社蒼生
sosei.shimane.jp

本質を見極め、次代を切り拓く技を使って、人を生かす。

『世界中の“好き”を加速する』をビジョンに掲げ、企業・ブランドの
ファン育成と活性化を支援しています。
作業環境、使用技術、開発スタイルなどを、エンジニアが意⾒を出し
合って決めていき、開発するサービスの改善だけでなく、業務環境の改
善にも一人一人のエンジニアの意⾒が生きてきます。



※ホームページ上により詳しい情報を掲載しています

新規事業創出実績は業界TOPの3,000社！ 社会を変えるソフトウェア開発を実現

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市御手船場町551番地 ニッセイ松江ビル 8F
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デザインと技術でユーザーにハピネスを
フェンリル株式会社

職種
アプリ・Web開発 PL / PM
Webエンジニア

仕事内容
【アプリ・Web開発 PL / PM】
■概要・業務内容
モバイルアプリ (iOS / Android) とWebアプリケーションの共同開発事業におけるプロジェクトの計画立案と推進、および営業担当と連携したプリセー
ルスや提案活動をご担当いただきます。デザイナーやエンジニア、QA エンジニアと協⼒し、UX / UI にこだわったモバイルアプリ (iOS / Android) と
Webアプリケーションを構築してください。

【お任せする業務】
モバイルアプリ (iOS / Android) と Webアプリケーションの開発における以下の業務・プリセールス / 提案活動・プロジェクト計画立案・
プロジェクト管理・要件定義・基本設計

■やりがい・魅⼒
フェンリルの共同開発は、様々な業界の顧客やシステムが対象となります。
鉄道、マスメディア、自動車、百貨店など各種業界のリーディングカンパニーと共に、一般消費者向けアプリから業務システムまで、バラエティに富ん
だプロジェクトを経験することができます。顧客の元へ常駐しての業務はありませんので、社内でじっくり腰を据えて業務にあたってください。

各プロジェクトの工期は約半年です。
様々なプロジェクトに携われる機会が多く、多くの業界や業種の知⾒を深めることができます。
新しい業界の動向をキャッチアップし、技術志向の高いエンジニアメンバー、デザイナーと共に、プロジェクトを成功に導いてください。

スキル、ご希望によっては組織マネージャーへのキャリアパスがあります。
チームを率いてフェンリルのミッション（デザインと技術でユーザーにハピネスを）に貢献してください。

【Webエンジニア】
■概要・業務内容
Webアプリケーションの共同開発プロジェクトにおいて、プロジェクトリーダーの指示のもと、アプリケーションプログラマまたはクラウドエンジニア
として、設計、プログラミング、テスト、システムインフラ構築/運用、最適化といった業務をご担当いただきます。スキルやご経験によっては、顧客と
の仕様調整をご担当いただくことも可能です。

【お任せする業務】
Webアプリケーションの設計、プログラミング、単体テスト・AWSに関する下記業務- 性能、運用や費用を考慮したシステムインフラの設計、構築

- 負荷テストの計画と実施・顧客とのシステム仕様調整（スキル、ご経験による）
※シフト勤務はありません。弊社営業時間外のシステムインフラの運用監視はパートナー企業に委託しております。

■やりがい・魅⼒
フェンリルの共同開発は、業界をリードする大手企業、今後の成長が期待されるベンチャー企業など、幅広いお客様の案件が対象です。
開発するアプリケーションの目的やゴールを明確にし、お客様やエンドユーザのハピネスとは何かを意識して開発に取り組みます。

要件定義やデザインも併せてフェンリルが担当しますので、Webエンジニアの皆さんも、お客様やデザイナー、スマートフォンアプリエンジニアと一緒
に、より良いアプリケーションになるよう、ご自身のアイディアをアプリケーションに反映できます。

また、開発案件はリリースごとに分けています。
案件に継続して参加することで腰を落ち着けて携わることもできますし、リリースを区切りに新しい案件に参画することもできます。

フロントエンド、バックエンド、インフラなど、Webアプリケーション開発全般に携わることができる環境がありますので、自身の技術領域を広げるこ
とができます。

求める能力
【アプリ・Web開発 PL / PM】
■必須スキル・経験
・Webアプリケーションなどのシステム開発プロジェクトにおけるリーダー職のご経験
（2～3人の小規模なものも含む）
・ソフトウェア開発工程における上流から下流まで通じた一通りの経験
・クライアントワークのご経験
・業務におけるプログラミングのご経験
■歓迎スキル・経験
・スクラッチ開発、モバイルアプリ開発や AWS をシステムインフラとした Webアプリケーション開発のプロジェクトにおける PM / PL
・デザインチームとの協業
・RFP に対する提案
・メンバー、特に PM / PL の育成

【Webエンジニア】
アプリケーションエンジニアの方

以下のいずれかの環境における 3 年以上のプログラミング経験
- PHP（Laravel, CakePHP）
- Ruby（Ruby on Rails）
- JavaScript（Angular, React, Vue.js）
- HTML5 / CSS3 によるレスポンシブデザインのWebサイトコーディング

・MySQL, PostgreSQL など RDBMS の 3 年以上の利用経験
・AWS EC2, RDS / Aurora の利用
・コマンドラインによる Linux サーバ操作

クラウドエンジニアの方
・可用性、性能、セキュリティなど要件に応じた何らかのクラウドインフラの設計と構築
・AWS 上のシステムインフラ構築/運用実務経験が 2 年以上
・コスト効率を向上させる AWS 製品の効果的な活用
・運用業務を⾒据えた監視設計
・Infrastructure as Code の実現

給与
年収 450万円 ～ 1000万円
・時間外手当（⽉間労働時間超過分、1分単位で支給）
・職種により四半期ごとにインセンティブや表彰制度による⾦一封あり

（ex：PL/PM、営業職、デザイナー、エンジニアなど）
※前職の給与および経験・スキルを考慮の上、当社規定により決定します

勤務時間
フレックスタイム制
コアタイム｜10:30～15:30（休憩 12:30～13:30）
フレキシブルタイム｜5:00～10:30、15:30～22:00
⽉間労働時間｜7.5h × 所定労働日数 / ⽉ （⽉の所定労働日数により変動あり）

待遇・福利厚生
・各種社会保険（健康保険、厚生年⾦保険、雇用保険、労災保険）
・定期健康診断（希望により選択可能オプションあり）
・インフルエンザ予防接種
・関東ITソフトウェア健康保険組合加入

- 各種福利厚生 利用可能：https://www.its-kenpo.or.jp/
・慶弔⾦

休日・休暇
・年間休日数：125日
・休日：土日、祝
・休暇：G/W休暇、夏期休暇、年末年始休暇、有給休暇取得推進日5日

バースデー休暇1日、有給休暇(入社時より付与)
※G/W、夏期、年末年始は、有給休暇取得推進日と合わせて例年9連休以上になるように設定

勤務地詳細（就業地）：本社（大阪）・その他（東京/島根/名古屋/京都）
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株式会社Relic

職種
・バックエンド
・フロントエンド
・デザイナー
・PM

仕事内容
【バックエンド/フロントエンド】
ご希望／ご経験により、以下いずれかの事業をご担当いただきます。
①自社SaaSの設計、開発、テスト
②事業プロデュース（新規事業開発支援）
大手企業やスタートアップの新規事業立ち上げプロジェクトに参加し、プロトタイピングからサービスの
立ち上げ、そのグロース開発まで広く携わっていただきます。

【デザイナー】
・新規サービスのコンセプト検証期におけるデザイン相談、提案/ペルソナ設計やカスタマージャーニー
作成などの UX デザイン・Webサイト、ネイティブアプリの UI デザイン

【PM】
ご希望／ご経験により、以下いずれかの事業をご担当いただきます。
①インキュベーションテック（自社プロダクト開発）
自社SaaSのプロジェクトマネージャーもしくはスクラムマスター
②事業プロデュース（新規事業開発支援）
大手企業やスタートアップの新規事業立ち上げプロジェクトに参加し、プロトタイピングからサービスの
立ち上げ、そのグロース開発まで広く携わっていただきます。

求める能力
【バックエンド】
オブジェクト指向言語を用いたWebアプリケーションの開発経験・パフォーマンスを考慮したDB設計ま
たはSQLのチューニング経験・AWSなどパブリッククラウドを用いたインフラ構築に関する基礎的な知識

【フロントエンド】
HTML, CSS, JavaScript を使ってLPなど静的ページを実装した経験・jQuery などライブラリを使ってカ
ルーセルなどインタラクションの実装をした経験・BEMやFLOCSSなどを用いたCSS設計に関する知識ま
たは経験

【デザイナー】
web/appサービスやプロダクトのデザイン経験（新規立ち上げだとなおよし）

【PM】
開発プロジェクトのマネジメント経験またはスクラムマスターとしての実務経験・開発チームで開催する
各種ミーティングのファシリテーション経験・チームの障害を取り除くためのステークホルダーとのコ
ミュニケーション経験

給与
スキル・経験・実績により決定（450万円～970万円程度）

勤務時間
フレックスタイム制（コアタイム 13:00から17:00まで）

待遇・福利厚生
■交通費支給（上限⽉5万円）
■社会保険完備
■扶養手当／ひとりあたり2.5万円（例えば妻2.5万円、子供2人5万円、合計7.5万円）
■リモートワーク手当／⽉5千円（選択式で、本手当支給の場合は通勤交通費の支給はなし）
■書籍代／セミナー・勉強会参加費の補助・支援
※ビジネスの感性を常に磨いておくという意味で副業もOKにしています。
※能率的に仕事をするためであれば昼寝するのもOKです。

休日・休暇
■完全週休2日制（土・日）祝日
■年末年始休暇
■年次有給休暇
■特別休暇（年間5日間下記の休暇から選択式で利用できます）
・天候不良休暇・副業休暇・プロジェクトお疲れ様休暇・デジタルデトックス休暇・自社事業体感休暇・
リレーションケア休暇・チームビルディング休暇



※ホームページ上により詳しい情報を掲載しています

セコム山陰株式会社

職種
プログラマ／ネットワークエンジニア

仕事内容
【プログラマ】

●クラウドサービス提供
・自治体,企業向けメール配信／安否確認サービスの提供
・クラウドサービス向けプログラム開発,システム運用
・AWS上でのシステム開発,システム運用

【ネットワークエンジニア】
●データセンターホスティングサービス提供

・当社の松江,鳥取の2つのデータセンターでのサービス提供
・お客様の要望に応じたサーバ／ネットワークを構築・運用
・脆弱性対策,出口対策などセキュリティ対策の実施

●クラウドサービス提供
・自治体,企業向けメール配信／安否確認サービスに於けるインフラ構築・運用

●お客様向けサーバ構築,ネットワーク構築,運用保守
・お客様の要望に応じたセキュリティ対策,サーバ／ネットワークを構築・運用
・病院向けサーバ／ネットワーク構築や地域医療連携ネットワークの構築・運用

●AWSを活用したサービス提供
・お客様に対してAWSを活用したインフラ構築,運用の提案,構築・運用

求める能力
【プログラマ】
（必須）

前提：弊社社員,顧客とコミュニケーションが図れ,前向きな人。
●スキル

・設計,製造（Java,Ruby,HTML）,データ移⾏（SQL,HTML）,試験の経験のある方
※すべてが必要なわけではありません。

・JSP＋Servletの経験／Rubyでのスクリプトの経験
（任意）

・JSP＋Servletの経験／Rubyでのスクリプトの経験／AWSでのシステム構築,
運用の経験

【ネットワークエンジニア】
（必須）

前提：お客様や弊社社員と協調して動けるコミュニケーション⼒を保有している方
●ネットワークエンジニア：

・Cisco製品を中⼼としたL2,L3,FW,DHCP等のネットワークシステムの構築・運用経験のある方
・スイッチング/ルーティングに関する基本的な理解がある方
・ネットワークに限らず,サーバ,PC等の基本用語と概念を理解している方

●サーバエンジニア：
・Windows系サーバ,Linux系サーバの構築・運用経験のある方
・仮想化の基本概念を理解しており,VMware等の仮想化基盤の構築・運用経験のある方
・PowerShell,WSH,シェルスクリプトの経験のある方

※すべてが必要なわけではありません。
（任意）

・AWS上でのインフラ構築,システム運用

給与
195,000円～350,000円 ※スキル・経験を考慮し、当社の給与規定による

勤務時間
9:00～18:00（実働8時間）

待遇・福利厚生
社会保険完備,財形貯蓄,慶弔⾒舞⾦制度,退職⾦制度あり

休日・休暇
土曜日,日曜日,祝祭日,慶弔休暇,フレックス休暇,リフレッシュ休暇

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市、鳥取県米子市

プロの情報セキュリティスペシャリストを目指すアグレッシブなメンバー募集！１７

サーバ／ネットワークインフラの
構築・運用が得意な技術者募集！

自社２つのデータセンターでのサーバ・ネットワーク基盤上で
システム構築や運用保守に関する業務、また顧客向け（オンプレミス）の
サイバーセキュリティ対策／データ・システムバックアップ／運用保守に
関する業務を主に行って頂きます。
将来的にはサイバーセキュリティ／サーバ・ネットワークに関する

資格を取得し、より専門的な技術を習得し、付加価値の高いサービス
提供に関わって頂きます。

＜業務内容＞

株式会社コプロシステム

職種
・社内SE、シスオペ
・WEB系 SE・PL

仕事内容
【社内SE、シスオペ】
現在本社で⾏っている下記の社内SE業務を、今後松江オペレーションセンターとシェアする方向で進め
ています。これまでのご経験やスキルを考慮した上で、どの業務を担当していただくかを相談しながら
決めたいと考えています。

■サーバ管理（Windows Server）
・サーバ運用・保守
・サービス管理（ActiveDirectory、Hyper-V等）
■サーバ管理（Linux）
・仮想サーバ構築・運用・保守 等
・データベース管理(バックアップ、リストア等)
■PCや周辺機器の設定・メールアドレス他各種アカウント設定～管理・トラブル対応
■ネットワーク構築・管理(ルータ設定、LANケーブルの引き回し等)
■プリンター・電話機PBXを含む通信機器全般の管理

そのほか、配属先部署でもともと⾏っている各種データの取り扱い（情報の取得、集計、更新確認、処
理）や一斉メール送信、アンケートフォームなどのツール設定他）も一部関わっていただく想定です。

【WEB系 SE・PL 】
主にBtoCを展開されているクライアント様の顧客情報管理をメインとしたWEBシステム開発の顧客折衝
～要件定義、設計をメインにテスト、運用にも携わっていただきます。製造部分は専任チームが⾏いま
すので、上流工程に専念できる環境です。客先常駐は一切なし。じっくりと、腰を落ち着けてステップ
アップを図れます。

クライアント様はプロスポーツチームやエンタメ系（ファンクラブ会員管理、イベントの事前申し込み
受付～来場管理）、各種メーカー（販促キャンペーン）、教育関連（オープンキャンパスの申込管理～
来校管理）など多岐にわたります。特に、アフターコロナでは人が集まる局面での管理に関する需要か
らお問い合わせ・受注共に毎年UPしています。

開発環境は下記のとおりです。
言語：PHP、Javascript、SQL フレームワーク：Laravel
DB：PostgreSQL OS：Windows、Linux（AWS）

求める能力
【社内SE、シスオペ】
◆必須スキル・能⼒
・IT系またはデスクワークでの社会人経験（目安：2年以上）
・ネットワーク、サーバの基礎知識 (インターネット、LAN、セキュリティなど)
・基本情報技術者試験合格または同等レベルの知識、能⼒
◆歓迎スキル・能⼒
・ヘルプデスク・ユーザーサポート業務
・パソコンのセットアップや保守
・各種ソフトウェアのインストール、webツールの設定およびアカウント管理

【WEB系 SE・PL】
◆必須スキル・経験
・バックエンドでの年齢相応のWEBシステム開発経験（PHP優遇、その他WEB系言語歓迎）
・顧客折衝・要件定義を含むWEBシステムのSE実務経験（目安：2年または3案件以上）
・データベースに関する知識、経験（テーブル設計等）
◆歓迎スキル・経験
・LAPP／LAMPでの開発経験
・複数PJTに並⾏して携わった経験

◆求める人物像
・⼼配性なので確認多め
・チームワークを大事にし、気遣いがある
・知識習得の証に、資格試験を受験するのが好き

給与
【社内SE、シスオペ】
⽉給 191,666円～250,000円
（基本給157,090円～204,950円、固定残業代34,576円～45,050円/⽉28h分含）
※想定年収：約2,300,000円～約3,000,000円

【WEB系 SE・PL 】
⽉給 291,776円～416,712円
（基本給：239,136円～341,532円、固定残業代：52,640円～75,180円）
※想定年収 約3,500,000円～約5,000,000円

勤務時間
9:00～18:00（実働8h、休憩1h 時差出勤制度有）

待遇・福利厚生
各種社会保険完備/401K（希望者のみ）/積み立てNISA（希望者のみ）/
年俸交渉年2回（7～8⽉、1～2⽉）/決算賞与年1回（8⽉）/資格取得奨励⾦制度/
慶弔⾒舞⾦制度/社員表彰制度/保養所（健保組合）/健康診断/婦人科検診（女性のみ）/
インフルエンザ予防接種

休日・休暇
週休2日制（土日）、祝日、年末年始、リフレッシュ休暇（土日を合わせて9連休、年1回取得）、
有給休暇、特別休暇（慶弔等）、代休他、年間休日123日以上
※年3回程度、社内⾏事のため日曜に半日程度出勤（基本テレワーク）がありますが、平日に代休を取得
できます（ルール有）

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市北陵町52-2 ゆめっくす北陵

１８ クライアントと消費者をHappyにするNo.1企業です



株式会社プロビズモ

職種
オープン系SE・PG／Web系SE・PG／プロジェクトマネージャー（オー
プン系）／プロジェクトマネージャー（Web系）／基盤系エンジニア
（サーバ・インフラ設計）／ネットワークエンジニア／データベースエ
ンジニア／オフショア開発・ブリッジSE

仕事内容

◆システムエンジニア／プログラマー
各種ソフトウェア開発
要件定義,設計,プログラミング,テスト,保守運用 など

a

◆インフラSE
サーバ・ネットワーク設計及び構築
※ご経験,スキルに合わせた業務に携わっていただきます。

求める能力

◆システムエンジニア／プログラマー
◎Web系,オープン系のアプリケーション開発経験
◎Java,C♯.NET,Ruby,Pythonのいずれかでの開発経験

◆インフラSE
◎インフラ運用経験者 ※必須
◎サーバ・ネットワーク設計及び構築経験者 ※尚良

給与

●想定年収：300万～600万円
※ご経験、スキルを考慮して相談の上、決定します。

●諸手当
地域手当、通勤手当（全額支給）、時間外手当（全額支給）、資格手当、
扶養手当、管理職手当、テレワーク手当

勤務時間

9:00～18:00（実働8時間）
※⽉平均の残業時間は11時間程度。ワークライフバランス

を実現できる環境です！

待遇・福利厚生

社宅制度（会社都合の転勤者）,全社イベント（研修旅⾏など）,社員親睦
会,グループ従業員持株会,企業型確定拠出年⾦（会社拠出あり）,慶弔⾒
舞⾦,勤続表彰,年間業績表彰,関東ITソフトウェア健康保険組合（保養施
設等利用可能）,総合福利厚生サービス「ベネフィットステーション」、
産休・育休制度（女性取得率100％、男性取得実績あり）

休日・休暇

【年間休日120日以上】完全週休2日制（土・日）,祝日,年末年始休暇,
年次有給休暇（入社時付与）,慶弔休暇,特別休暇

※良い仕事は休息があってこそ！プロジェクトがひと段落し,長期休暇を
とってリフレッシュするエンジニアもいます！

勤務地詳細（就業地）：島根県出雲市、東京都品川区、愛知県名古屋市、大阪市中央区、広島市東区、鳥取県倉吉市

「ユースエール制度」認定されている働きやすい環境です！１９

※ホームページ上により詳しい情報を掲載しています

勤務地詳細（就業地）：島根県出雲市荻杼町274番地2

人・物・心を動かす先進的な技術と感動サービスで、元気で幸せな社会をつくります２０

株式会社バイタルリード

職種
【プログラマー】

オープン系PG,Web系PG,汎用系PG,制御系PG,組込系PG,基盤系エンジニア（サーバ・インフラ設計）,
ネットワークエンジニア,セキュリティ

エンジニア,データベースエンジニア,フィールドエンジニア,OS・パッケージソフト開発,社内SE（シ
ステム企画・開発）,社内SE（インフラ・運用・

サポート）,ITアーキテクト

【システムエンジニア】
オープン系SE,Web系SE,汎用系SE,制御系SE,組込系SE,プロジェクトマネージャー（オープン系）,プ

ロジェクトマネージャー（Web系）,
プロジェクトマネージャー（汎用系）,プロジェクトマネージャー（制御系）,プロジェクトマネー

ジャー（組込系）,プロジェクトマネージャー
（ネットワーク）,セールスエンジニア・プリセールス,OS・パッケージソフト開発,社内SE（システム
企画・開発）,社内SE（インフラ・運用・

サポート）,Webプロデューサー・ディレクター,ヘルプデスク

仕事内容
【プログラマー】

地域の課題解決の為に必要なシステム構築業務をお任せします。課題解決の為には,様々な技術が必要
なため,自社内に限らず外部の方々と連携してプロジェクトを進めています。小さい会社ですので,自分の
意⾒が採用されやすく,システムに反映される喜びを感じることができます！

新規開発の場合,使用技術やツールの選定もお任せすることがありますので,エンジニアとしての腕を存
分に振るっていただけます。

（具体的な業務内容の例）
・自社サービス（ｘｘぞうシリーズ）の改修作業（プログラミング,テスト等）
・社内メンバ、協⼒先システム会社メンバとの調整
・（ゆくゆくは）新サービスのシステム開発

【システムエンジニア】
地域の課題解決の為に必要なシステム構築業務をお任せします。課題解決の為には,様々な技術が必要

なため,自社内に限らず外部の方々と連携して
プロジェクトを進めています。

（具体的な仕事内容の例）
・顧客,社内関係者への説明資料作成,システム化要望ヒアリング,仕様の検討,問合せ対応
・協⼒先企業との調整,進捗確認,問合せ対応（委託先ベンダーの管理）
・システムの利用者向けマニュアル作成,説明

求める能力
【プログラマー】

プログラミングスキル・経験を活かし,開発の主担当として動ける方を求めています。
・Java,Ruby,PHPなどによるWEBシステム開発経験者／C,C++,アセンブラ等による組込制御開発経

験者

【歓迎】
・自社サービスの企画・開発に興味がある方／ベンダー資格（Ruby技術者認定試験等）をお持ちの方

／インフラ基盤に関する知識をお持ちの方

ITを通じて地元貢献・地域貢献したい方歓迎。色々な人と相談する機会が多いため,人とのコミュニ
ケーションが苦にならない方を歓迎。

【システムエンジニア】
システム開発の経験を活かし,案件を進めていける方を求めています。（プログラミングスキルは求め

ませんが,システムの仕組みが理解できる方）

【歓迎】
・上流工程（要件定義・外部設計）の経験がある方／チームの大小は問わず,リーダー経験がある方／

顧客,社内他部署との折衝の経験がある方／
自社サービスの企画・開発に興味がある方／普通自動車運転免許（AT限定可）※取得予定可

小さい会社ですので,自分の意⾒が採用されやすく,反映される喜びを感じることができます！ITを通
じて地元貢献・地域貢献したい方歓迎。

色々な人と相談する機会が多いため,人とのコミュニケーションが苦にならない方を歓迎。

給与
220,000円～400,000円

勤務時間
8:30-17:30（休憩１h：12:00-13:00）

待遇・福利厚生
各種保険完備／育児支援／時短勤務制度あり／テレワーク・在宅OK（条件に当てはまる方のみ）／交通
費支給あり／服装自由／疾病入院医療費補償（加入保険特約）／資格取得支援／通信教育制度／社外研
修への参加

休日・休暇

完全週休2日制
年間休日120日以上／年末年始休暇／夏季休暇／年次有給休暇は全日・半日・時間帯から取得可能です



※ホームページ上により詳しい情報を掲載しています

株式会社ペンタスネット

職種

Webデザイナー,システムエンジニア

仕事内容

【Webデザイナー】
Webサイト制作
・JavaScript,HTML,CSSを用いたサイトのコーディング
・Photoshop,Illustrator,Dreamweaver等を使った

Webデザイン

【システムエンジニア】
JavaやRubyなどを利用したWebシステム,アプリケー
ション開発。（主に,大手自動車製造メーカー,自治体,
官公庁,流通業,製造業,医療関係向け）

求める能力

【Webデザイナー】
Webサイト制作の実務経験者,WordPressなどCMSを利用
したサイト構築経験がある方

給与

松江本社：年収300万～
東京支社：年収420万～
※手当により変動があります。
※経験,年齢,能⼒を考慮の上,決定します

勤務時間

8時間/日
・フレックス勤務（コアタイム：10:00～15:00）
・在宅勤務制度あり（能⼒や社内での職務経験に応じて可能）

待遇・福利厚生

社会保険完備,時間給制度あり（1時間単位で有給休暇取得
可能）,リフレッシュ休暇（入社5年ごと）,社員提案制度,
資格試験受験費用補助制度,自由研究制度,もう一役運動手当

休日・休暇

土日,祝日,夏期休暇,年末年始（年間約123日/2021年度実績）
…その他有給休暇あり（年間20日,翌年持越し可能）

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市、東京都新宿区

会社を自己実現の場として成長し、積極的に楽しんで仕事に取り組める方、歓迎します！２１

株式会社イーグリッド

職種

プログラマ,システムエンジニア

仕事内容

BtoBをメインとしたソフトウェア受託開発や大手企業のクラ
ウドサービス、プロダクト開発を⾏っています。
自社サービスとしてのIoT開発やアプリ開発もあります。
直近では、Ruby on Rails、react/typescript、PHPなどを
用いたWebシステム領域の開発業務が主要な業務となって
います。

求める能力

【必須】
プログラマとして3年以上の経験

【任意】
システムエンジニアとして2年以上の経験

給与

220,000円～550,000円

勤務時間

8:30～17:30

待遇・福利厚生

社内旅⾏,財形貯蓄,各種リクリエーション他,
団体生命保険加入

休日・休暇

日曜日,土曜日,祝日,夏期休暇,年末年始,有給休暇,特別休暇

勤務地詳細（就業地）：島根県出雲市江田町40-1(本社) または、出雲市上塩冶町2664番地3 マルエフガーデン2F(開発センター)

自社サービスから受託開発まで！Webシステム,アプリ開発経験者求む２２



※ホームページ上により詳しい情報を掲載しています

株式会社シーエスエー

職種
オープン系SE・PG,プロジェクトマネージャー（オープン系）,
営業、,事務（お客様サポート他）

仕事内容
【SE・PG】

・自社パッケージソフトの新機能の開発,既存機能の改修
にかかわる設計及び製造。

・自社パッケージソフトをお客様独自の業務に合わせる為
のカスタマイズ。

【営業】
・積算らいでん（パッケージソフト名）の販売・サポート。

【事務】
・お客様サポート、製品の動作確認やマニュアル作成、

出荷業務、の他、営業事務支援など

求める能力
（必須）
【SE・PG】

・ 2年以上のプログラム開発経験（Ruby経験者歓迎）

【営業】
・ コミュニケーション能⼒に優れ,人と話すことが好きな人

【事務】
・Word、Excelの基本的な操作

（任意）
■即戦⼒のＩＴ技術者募集■

あなたの培った高い技術⼒と経験を求めています。
その⼒を魅⼒あるパッケージソフトに注ぎ全国へ発信して
みませんか？全国のお客様の声がやりがいに繋がります！

■全国にパッケージソフトを販売する営業職募集■
「島根発」のパッケージソフトを全国に販売する営業職
を募集。コミュニケーション能⼒に優れた方を募集して
います。

給与
194,000円～400,000円

勤務時間
9:00～18:00（実働8時間）

待遇・福利厚生
社会保険完備,育児介護休業,レクリエーション活動費,
各種慶弔⾦,財形,退職⾦共済,アニバーサリー休暇,子供手当,
30分単位の有給取得制度,インフルエンザ予防接種補助⾦ 他

休日・休暇
週休2日制（土日）,祝日,年末年始,慶弔休暇,年次有給休暇

勤務地詳細（就業地）：本社：島根県出雲市上塩冶町153-1

業界トップシェアの自社パッケージソフトを共に創ろう!プログラム経験者大歓迎!２３

株式会社マイメディア

職種

オープン系SE・PG／Web系SE・PG／ネットワークエンジ
ニア／営業

仕事内容

・顧客業務ソフトウェアの設計開発業務
・顧客ネットワークシステムの保守業務
・サーバー保守管理業務
・システムの企画提案,営業

求める能力

コミュニケーション能⼒
ネットワークシステムの構築,保守経験のある方。

給与

給与（基本給＋手当）
226,330円～（大卒初任・単身・支店勤務の例）
・基本給：176,330円～（中途採用の場合,学歴および業務

経験年数相当のみなし昇給を勘案し決定します。）
・手当：50,000円～（皆勤手当＋地域手当+住宅手当の例）

勤務時間

１日8時間勤務／9:00～18:00（昼休憩 12:00～13:00）

待遇・福利厚生

雇用,労災,健康,厚生,財形,確定給付年⾦
社宅制度あり,契約リゾート施設優待利用

休日・休暇

【休日】完全週休２日制（土,日曜日）,国民の祝日,
夏季・年末年始休暇

【休暇】年次有給休暇,特別休暇（慶弔,永年勤続）,
産前産後・育児・介護・看護休暇

※2020年度の年次有給休暇取得実績：平均10.9日

勤務地詳細（就業地）：島根県益田市、東京都中央区

システムを通じて新しい価値を提供します２４

■本社
島根県益田市下本郷町56番地1

■東京支店
東京都中央区日本橋大伝馬町
1-10 日本橋KRビル 5F

「日本橋@東京」OR「益田市@島根」
で働きたいメンバー募集!

島根の西部にある益田市に本社を構える

生鮮三品（食肉、鮮魚、青果）の小売業向けシステム

の構築を得意とするシステム会社

本社外観

支店社内



※ホームページ上により詳しい情報を掲載しています

株式会社アズム

職種

ネットワークエンジニア,セキュリティエンジニア,フィール
ドエンジニア,ヘルプデスク,研究開発・品質管理・テスト・
評価

仕事内容

サポートセンターのエンジニアとして,各分野の担当エンジ
ニアやオペレーターと共に当社で納入もしくは運用している,
メーカー製及び自社製シンクライアントシステム,LDAPサー
バやActive Directorサーバ,ファイルサーバ,ストレージ,
ネットワーク機器,セキュリティーソリューション,クラウド,
グループウエア,Webサーバ,CMSサーバのユーザー（地方公
共団体,民間企業）様からのサポート依頼について,調査,解決
手段の策定,リモート作業を実施して頂きます。

なお,繁忙期においては構築部門の補助作業を担当する場合
があります。取り扱うソリューションは多岐に渡りますが,
バックラインにはそれぞれの担当者がおり,エスカレーショ
ンを前提に進められるので効率的に業務を進められます。
また,経験者も含め,メーカーの講習会など継続的なトレーニ
ング機会を提供しています。

求める能力

Linuxサーバ,Windowsサーバの構築経験,Linux OS,
Windows OSのヘルプデスク経験若しくはセキュリティソ
リューションのヘルプデスク経験,その他情報システムの
運用管理経験

給与

300万円～500万円（応募前賃⾦シミュレーション可）

勤務時間

7:00-16:00／9:30-18:30／11:00-20:00
※裁量労働制度,在宅勤務制度の場合は応相談。

勤務シフトは応相談。

待遇・福利厚生

雇用保険／労災／健康保険／厚生年⾦

休日・休暇

休暇 週休二日制（完全）／年間休日数120日／土日祝日／
年末年始

勤務地詳細（就業地）：本社（東京都港区）または いわみ事業所（島根県大田市）

We will be Happy with your smile.２５

株式会社オネスト

職種

自社製品エンジニア／派遣エンジニア

仕事内容

【自社製品エンジニア】
自社製品「調達業務改革 Web-EDI ｅ商買」の導入・カスタ
マイズ・バージョンアップ
（顧客との要件定義、システム構成・運用方法の決定、カス
タマイズの⾒積書・改造設計書の作成、システム環境の構築、
運用テストの実施など）

【派遣エンジニア】
派遣先の会社で常用型派遣エンジニアとしてＩＴ業務に従事
（システム開発、サーバ・データベース・ネットワークの
バックエンド、運用サポートなど）

求める能力

【自社製品エンジニア】
基本情報技術者以上／実務経験３年以上
【派遣エンジニア】
基本情報技術者以上／⾦融・製造・公共系の実務経験１年以
上

給与
200,000円～500,000円
※経験・能⼒等を考慮して決定

勤務時間

8:40～17:30（休憩50分／実働8時間）
※⽔曜日はノー残業デー

待遇・福利厚生

各種社会保険、財形預⾦、確定拠出年⾦、資格取得報奨⾦、
住宅手当、社員互助会、永年勤続表彰、島根スサノオマジッ
ク観戦チケット

休日・休暇

週休二日制（会社カレンダーによる）、祝日、夏季・年末年
始休暇、特別休暇（結婚／忌引／育児）、アニバーサリー休
暇

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市、東京都品川区、派遣先（松江市等）

ＤＸ時代のプロ集団を目指す２６



※ホームページ上により詳しい情報を掲載しています

株式会社コミクリ

職種

プログラマー,システムエンジニア

仕事内容

・JavaやRubyを使用したWebシステム,アプリケーション
の開発

・地域企業様と連携を取りながら,地域で仕事が生まれるよ
うな取り組み,及びシステム開発

求める能力

【必須】
・当社の企業理念と志を同じくし,会社と共に成長してい

ただける方
・松江オフィスでの勤務が可能な方
・コミュニケーションをとりながら,要件をシステムに落

とし提案ができる方

【任意】
・次の開発業務経験が,1年以上ある方

RubyおよびRails,Java・プロジェクト管理,上流工程
設計,開発リーダー,プログラム製造の経験のある方

・Web 系,オープン系開発経験3年以上の方
・基盤系構築技術者,運用系技術者など,Linux,UNIXサー

バ構築・運用経験のある方

給与

200,000円～250,000円
※最初の6か⽉は契約社員での雇用となる可能性がありま

す。6か⽉後,労働条件変更（契約更新または正社員）の
可能性あり。

勤務時間

9:00～18:00（実働時間8時間）
松江支店の2021年度（4⽉～3⽉）の最大残業時間31.5時
間,⽉平均4.52時間

待遇・福利厚生

社内規定により,資格取得手当の補助制度あり

休日・休暇

週休2日制（土日）,祝日,夏期休暇,年末年始,慶弔休暇,
年次有給休暇

勤務地詳細（就業地）：島根県松江市朝日町498 松江センタービル8階 ※松江、東京、福岡、その他顧客先（希望を考慮します）

故郷や地方で困っている人たちの力になりたいエンジニア募集します！２７

Ruby 
solution

System
solution

Web 
solution

地方
創生

自治体
窓口
サービス

ITを通して「地域づくり・人づくり・まちづくり」

地域力を高める創造的な活動に取り組んでいます。

＜特徴＆強み＞

■ 地域に貢献できる仕事

■ 地域企業への業務改善サポート

■ テレワークで働き方改革を推進

松江支店においての
地域貢献活動

自治体や地元企業と連携

産官学連携 等


