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検索結果⼀覧画⾯

⼥性のおしごと掲載中

仕事内容 【100％直接取引】⼤⼿上場企業を中⼼に、課題分析〜要件定義など最上流⼯程から⼀連のシステム開発に携わり
ます。 ★⾃社内案件も多数 ★定時退社

求める⼈材 【システム開発の実務経験者】 ●ジャンル・開発⾔語・業界は不問 ●第⼆新卒・経験の浅い⽅も歓迎 ●残業の
ない環境でスキルアップしたい⽅歓迎︕

勤務地 「本社」もしくは「愛知県・岐⾩県内のプロジェクト先」 ※U・Iターン歓迎。転勤はありません。 ※お…

給与 ⽉給23万円〜45万円＋賞与（年2回） ※上記は新卒初任給実績（最低⽀給額）です。 ※⼀律⽀給の⼿…

初年度年収 300万〜550万円

株式会社ティエスケイ中部 【中部エリアの上場企業と直接取引︕】 ●年間休⽇127⽇

【SE】◎100%直接取引 ◎残業⽉7時間︕ ◎時短勤務も⼤歓迎︕ 正社員

完全週休2⽇制  学歴不問  第⼆新卒歓迎  転勤なし

情報更新⽇︓ 2018/09/26

掲載終了予定⽇︓ 2018/11/08
詳細を⾒る  気になる

求⼈情報画⾯

⼥性のおしごと掲載中

株式会社ティエスケイ中部 【中部エリアの上場企業と直接取引︕】 ●年間休⽇127⽇
【SE】◎100%直接取引 ◎残業⽉7時間︕ ◎時短勤務も⼤歓迎︕ 正社員

業種︓ソフトウェア・情報処理/専⾨コンサルタント 
従業員数︓25名 設⽴︓1993年4⽉ 資本⾦︓2,000万円 本社所在地︓愛知県

情報更新⽇︓2018/09/26 
掲載終了予定⽇︓2018/11/08

完全週休2⽇制  学歴不問  第⼆新卒歓迎  転勤なし

この求⼈に応募する
   

 応募⽅法へ

ここがポイント︕

【安定】製造メーカーなど上場企業と⻑年の直接取引

【キャリア】上流⼯程に携わり⾃⾝のスキルを広げる︕

【働きやすさ】年間休⽇127⽇。平均残業⽉7時間︕

 気になる
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【平均年齢38歳】時短勤務もOK︕⾼い定着率が⾃慢◎
⾃社内案件も多数。先輩PMがマンツーマンでしっ
かり指導。より良い環境で仕事したい⽅は、ぜひ当
社へ︕

募集要項

募集の背景 中部地区における製造業向けのシステム開発事業を展開している当社。 
25年以上にわたり上場企業や⼤⼿企業のパートナーとして 
全てのお客様と直接取引を続けてきました。 
 
おかげさまで業界を問わず、新規のご依頼も増えています。 
そこで今回、システム開発の実務経験をお持ちの⽅を 
増員募集することになりました。 
 
前職で培った幅広い知識や経験が活かせる環境を 
ご⽤意してお待ちしています。

仕事内容 【100％直接取引】⼤⼿上場企業を中⼼に、課題分析〜要件定義など最上流⼯程から⼀連のシス
テム開発に携わります。 ★⾃社内案件も多数 ★定時退社

【具体的には】 
お客様が抱える課題に対し、開発パートナーとして 
課題分析〜要件定義など最上流⼯程からプロジェクトに携わります。 
⾃社内案件では8〜10名のチームで進めています。 
 
◎開発案件 
⼤⼿メーカー（電気、⾃動⾞部品、⼯作機械）や医療機関などの 
⽣産管理システム／原価管理システム／⼯程管理システム／受発注システム など 
 
◎使⽤⾔語 
Java、PHP、VB、VB.NET、C⾔語、JavaScript、COBOL など 
 
 
【PM・PL経験は⼊社後に学べます︕】 
新卒社員などの新⼈を除き、現在活躍している 
先輩たちは全員がPM・PLクラス。 
⼊社後は、先輩PMのプロジェクトに打ち合わせから参加して 
仕事の進め⽅や提案⽅法などを幅広く学べます。 
 
 
【定時退社が基本です】 
残業は⽉平均7時間。 
ダラダラせず効率よく仕事を進めていけるので、 
逆に成⻑スピードも早いと当社では考えます。 
時短勤務で⼊社した⼥性エンジニアも活躍しています。

求める⼈材 【システム開発の実務経験者】 ●ジャンル・開発⾔語・業界は不問 ●第⼆新卒・経験の浅い⽅
も歓迎 ●残業のない環境でスキルアップしたい⽅歓迎︕

【求める⼈物像】 
◎ワークライフバランスを実現したい⽅ 
◎上流⼯程でスキルアップしたい⽅ 
◎⼆次請け・三次請けの働き⽅から脱却したい⽅ 
 
【こんな⽅は優遇します】 
◇Java、.NET、PHP、C⾔語、JavaScript、COBOLでの開発経験 
◇業務系システムやWeb系システムの開発経験 
 
※中途⼊社した先輩達の応募理由の⼤半が 
 残業が少ないから、時短で働けるから。 
 無理なく働きたい⽅にピッタリです︕

勤務地 「本社」もしくは「愛知県・岐⾩県内のプロジェクト先」 
※U・Iターン歓迎。転勤はありません。 
※お客様から業務を請け負い、本社での⾃社内開発となります。 
 または、直接取引を⾏っているため 
 ⼤⼿製造メーカーのシステム部⾨担当者とともに開発業務を⾏います。 
 



■本社 
愛知県名古屋市中区丸の内2-19-25 MS桜通4F 
《アクセス》名古屋市営地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内駅」より徒歩1分

マイナビ転職の勤務地区分では…
岐⾩県、愛知県

勤務時間 9:00〜18:00（実働8時間） 
※残業はほとんどありません。⽉平均7時間程度です。 
※時短勤務制度あり。詳細は下記参照。

給与 ⽉給23万円〜45万円＋賞与（年2回） 
 
※上記は新卒初任給実績（最低⽀給額）です。 
※⼀律⽀給の⼿当が含まれています。 
※試⽤期間中（3ヶ⽉）の給与・待遇に変わりはありません。 
 
【時短勤務もOK︕】 
実働6時間の時短勤務（正社員）も可能です。ご相談ください。 
待遇は⽉給17万〜30万円＋賞与（年2回）となります。

初年度年収 
300万〜550万円

モデル年収例
年収360万円／27歳 経験5年 
年収450万円／35歳 経験10年 
年収610万円／45歳 経験25年 

昇給・賞与 昇給／年1回（4⽉） 
賞与／年2回（7⽉・12⽉／昨年度実績︓4ヶ⽉分）

諸⼿当 交通費全額⽀給 
時間外⼿当 
出張⼿当 
役職⼿当 
家族⼿当（配偶者︓⽉1万7,000円、⼦1⼈につき︓⽉4,000円） 
住宅⼿当（2万円〜2万8000円） 
調整⼿当 
資格⼿当

休⽇・休暇 【年間休⽇127⽇】 
 
■休⽇ 
完全週休2⽇制（⼟・⽇） 
祝⽇ 
 
■休暇 
GW 
夏季休暇（5⽇） 
年末年始（5⽇） 
有給休暇 ※年間平均取得⽇数11⽇︕ 
慶弔休暇 
特別休暇（結婚休暇・出産休暇）

福利厚⽣ 社会保険完備 
退職⾦制度 
勤続祝い⾦（10年⽬・20年⽬など） 
成⼈祝い⾦ 
出産祝い⾦ 
社員旅⾏（沖縄・北海道・京都など） 
リゾートトラスト会員 
傷害保険（住友⽣命）会社負担での加⼊ など

★時短勤務制度について 私のまわりでも育児と仕事を両⽴できずに復職できないエンジニアが多数おり、 
「せっかく培った技術や経験があるのにもったいない」という想いがあり、昨年より時短勤務制
度を開始しました。 
9時〜16時勤務で残業は⼀切なし。あとはフルタイムの正社員と違いはありません。 
すでに⼥性社員が時短勤務で⼊社していますが、今後は、ゆる〜く働きたい⽅にも幅広く適⽤し





定期的に新卒・中途採⽤を⾏っているので教育体制
も万全︕20〜40代の社員が活躍しています。

ていきたいと考えています。 
【代表取締役 梶本】

この求⼈の特⾊

業界経験者優遇  学歴不問  第⼆新卒歓迎  U・Iターン歓迎  「⼥性のおしごと」掲載中  転勤なし  残業⽉30時間以内  原則定時退社

育児中の社員在籍中  年間休⽇120⽇以上  5⽇以上連続休暇取得可能  完全週休2⽇制  オフィス内禁煙・分煙  社宅・家賃補助制度

交通費全額⽀給  C、C++  Java  Perl、PHP、Ruby、Python  VB、VBA  COBOL  .NET関連（C#、ASP、VB等）

その他⾔語・フレームワーク  Linux  Windows  スイッチ・ルータ・有線ネットワーク  セキュリティ  ストレージ  クラウド

データベース構築・管理  サーバ構築・管理  製造  情報・通信  インターネット  医療・福祉  素材・エネルギー  流通・⼩売・サービス

経理・財務・会計業務システム  ⼈事・給与・労務業務システム  ⽣産管理システム  営業・販売管理システム  クラウドサービス

システム化計画・企画  サービス企画・⽴案  プロジェクトマネジメント  要件定義・設計  開発・テスト  運⽤・保守  プライム⽐率7割以上

⾃社パッケージ・製品あり  ⼀括受託開発あり  PL・PM候補  基本設計以上の仕事

マークの説明を⾒る

この求⼈に応募する
   

 応募⽅法へ

会社・仕事の魅⼒

プライベートを⼤切にしたい⽅、ぜひご応募ください︕

当社ではお客様から直接案件を請け負っています。 
⾃社内開発4割、客先常駐6割ですが、 
いずれも⼤⼿製造メーカーのパートナーとして参加しますので 
⾃分で業務をスケジューリングできます。 
（⼆次請け・三次請けのような働き⽅は⼀切ありません） 
 
だからこそ、残業もなく、⼟⽇もしっかり休めます。 
「無理しすぎず、仕事とプライベートを両⽴したい」という理由で、 
昨年は5名のプログラマが当社に転職してきました。

会社情報

設⽴ 1993年4⽉

代表者 代表取締役 梶本 晃

従業員数 25名

資本⾦ 2,000万円

事業内容 ◇システム設計・導⼊ 
◇ソフトウェア開発 
◇コンサルティング 
◇パッケージ開発 
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https://tenshoku.mynavi.jp/guide/code/04.cfm
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▲代表の梶本 「志望動機は何でも結構です。⾃分
の⽬的がしっかりしている⽅と⼀緒に働きたいです
ね」

 
【開発実績】 
⽣産管理・原価管理・⼯程管理・受発注システムなど 
多数の開発実績がございます。 
詳細は当社HPをご覧ください。 
 
http://www.tsk-chubu.com/develop/develop.html 
 
【業界のパイオニアです︕】 
1986年にドイツSAG社の「ADABAS・NATURAL」の 
技術⽀援を東海地区で業界に先駆けて開始。 
その実績が評価され、国内も上場企業や⼤⼿企業の 
ビジネスパートナーとして⻑年、直接取引いただいています。 
 
【労働者派遣事業許可番号】 
（派）23-301916 
 
【加盟団体】 
公益社団法⼈ 名古屋中法⼈会 
愛知中⼩企業家同友会

本社所在地 〒460-0002 
愛知県名古屋市中区丸の内2-19-25 MS桜通4F

TSKグループ 東洋システム開発株式会社 
株式会社ティエスケイ 
横浜情報企画株式会社

主要取引先 オークマ株式会社 
JXTGエネルギー株式会社 
⼤同メタル⼯業株式会社 
⽇東⼯業株式会社 
豊通保険パートナーズ株式会社 
⼀般社団法⼈半⽥市医師会健康管理センター

企業ホームページ http://www.tsk-chubu.com/

取材後記（マイナビ転職編集部から）

⼀番の推しポイント
同社ではすべての⼤⼿製造メーカーや医療メーカーと直接取引。 
通常だと⼤⼿SIerしか参⼊できない 
⼤企業のプロジェクトに最上流⼯程から関わっています。 
余裕を持って納期のコントロールができるため、 
残業もなく、有給もしっかり取得しながら働けるのです。 
 
⾃社内案件はもちろん、客先常駐でも、 
取引先企業のシステム部⾨のパートナーとして 
勤務するため働き⽅は変わりません。 
事実、社員の定着率は⾼く、時短で働く⼥性社員もいます。 
 

職場環境・社⾵の魅⼒
残業がないからこそ、集中して効率的に仕事に向き合えます。 
その結果、質の⾼い成果が⽣まれるとか。 
実績が次の仕事を⽣む。新たなプロジェクトを通して、 
社内にノウハウが蓄積される好循環につながっています。 
 
ワークライフバランスを実現しながら 
質の⾼い仕事で⾃分⾃⾝もスキルアップしたい⽅に 
ぜひご応募いただきたい⼀社です。

http://www.tsk-chubu.com/


この求⼈に応募する
   

 応募⽅法へ

応募⽅法

応募⽅法 【マイナビ転職の「この求⼈に応募する」よりご応募ください】 
 
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。 
当社に少しでも興味をお持ちの⽅は、ぜひご応募ください︕ 
 
※応募の秘密は厳守いたします。 
※応募頂く個⼈情報は採⽤業務のみに利⽤し、 
 他の⽬的での利⽤や第三者への譲渡・開⽰することはありません。

応募受付後の連絡 書類選考の結果は1週間以内にメールまたはお電話にてご連絡差し上げます。

採⽤プロセス ◇Step1．Web選考 
お送り頂きましたデータをもとに選考をいたします。 
通過された⽅には、追って⾯接について詳細をお知らせします。 
    ↓ 
◇Step2．⼀次⾯接＋適性検査 
⾯接では具体的な業務内容や、直接取引について、 
「なぜ当社が残業せずに仕事をまわしていけるか」など 
詳しくご説明させていただきます。 
    ↓ 
◇Step3．⼆次⾯接 
    ↓ 
◇Step4．内定 
⾯接後、できる限り早く結果をご連絡いたします。 
 
【備考】 
●⾯接⽇時・⼊社⽇はご相談に応じます。お気軽にご連絡ください︕ 
●在職中で今すぐ転職できない⽅も、ぜひご相談ください。

⾯接回数 2回

⾯接地 名古屋市中区丸の内2-19-25 MS桜通4Ｆ

選考の特徴 夜間⾯接OK  ⾯接⽇程応相談  ⼊社時期応相談  応募から内定まで1カ⽉以内

問い合わせ先

株式会社ティエスケイ中部 【中部エリアの上場企業と直接取引︕】 ●年間休⽇127⽇ ホームページを⾒る

住所 〒 460-0002 
名古屋市中区丸の内2-19-25 MS桜通4Ｆ  地図を⾒る

採⽤担当 梶本

E-mail akajimoto@tsk-chubu.com

電話番号 052-211-6791

備考 【アクセス】 
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匿名で企業に質問する

履歴書添削を申し込む

地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内駅」より徒歩1分

この求⼈に応募する
 

応募を悩んでる⽅にオススメ

この求⼈について「気になる点がある」「もっと詳しく知りたい」という場合は、
企業に質問することができます。個⼈情報や職務経歴を⾮公開にして、匿名で質問
することも可能です。質問が集中した場合など企業の状況によっては、すべての質
問に回答できないこともあります。その点ご了承の上、ご利⽤ください。締切間近
の求⼈に関して応募をお悩みの場合は、応募フォームに質問内容を記載して、応募
することをオススメします。

応募にあたり、プロフィールや職務経歴書を作る⾃信のない⼈にオススメのサービ
スです。 
専任の転職MYコーチが、あなたのWEB履歴書を添削します。⼀度作成したWEB
履歴書のデータは、求⼈に応募する際に呼び出して活⽤することができます︕アド
バイスをお届けするまで通常2〜5営業⽇（⼟⽇祝⽇を除く）をいただきます。ご
利⽤回数は１回です。

応募に関するよくある質問（マイナビ転職に寄せられる⼀般的な質問）

 気になる

気になるとは︖

なんとなくいいなとは思うけど、応募を悩んでるときは応募しない⽅がいいですか︖

「求⼈情報だけではよくわからない」「⾃分で⼤丈夫なのか」という不安もあるかと思いますが、応募して⾯接を受
けるのは会社を知る良い機会ですし、会社にとってもあなたのことを知る良い機会と捉えると良いと思います。また
応募する際に気になることを企業へのメッセージ欄に記⼊するのもひとつの⽅法です。

求⼈情報

Q
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