
掲載期間19/07/22 〜 19/09/15

取引先 に対して、 確実・堅実なサービス で役⽴っています

先⽇は、病院に⾜を運んで“健康診断の無駄”を改善した。
――ある医療機関が抱えていた悩み。それは、健康診断の時期に、業務量が増えてパンクしてしまうこと。そこで、顧
客の課題解決に強みを持つ当社に“業務効率化”の依頼が寄せられました。100％直接取引だから、事

100％直接取引！東証⼀部上場の⼤⼿メーカーのシステム開
発。顧客の抱える課題を解決するプロジェクトに上流から参
加していただきます。まずは⾃社内案件で経験を積みましょ
う。

■システム開発の実務経験（ジャンル・⾔語不問）※Javaや
PHPの経験がある⽅、優遇いたします。

⽉給23万〜45万円＋賞与（年2回）【例】年収460万円（35
歳）

本社（名古屋市）もしくはプロジェクト先（愛知県内）※U・Iターン歓迎。転勤はありません。

システムエンジニア（100％直接取引）※年間休⽇127⽇／
平均残業⽉3時間
株式会社ティエスケイ中部

     正社員 学歴不問 完全週休2⽇ 残業⽉20h以内 内定まで2週間 ⾯接1回のみ

転勤なし

……

仕事内容



応募資格



給与



勤務地



エン転職
取材担当者 : 吉村

PL・PMクラスとしてプロジェクトを進めるためには、仲間をリードしながら仕事
を進めていくことが重要です。リーダーシップや周囲への配慮ができる⼈に向いて
います。

気になる 詳細へ 

検索結果のプレビュー

https://employment.en-japan.com/contribution/who111/?PK=840716
https://employment.en-japan.com/contribution/how108/?PK=840716
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javascript:void(0);
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エン転職
取材担当者 : 吉村

名古屋市営地下鉄「丸の内駅」より徒歩1分の場所にある本社オフィスを訪問し、採⽤担当の⽅にお話をうかがいまし
た。

東証⼀部上場の⼤⼿メーカーと直接取引す
る環境で、上流のスキルを磨きませんか？

先⽇は、病院に⾜を運んで“健康診断の無駄”を改善した。

――ある医療機関が抱えていた悩み。
それは、健康診断の時期に、業務量が増えてパンクしてしまうこと。

そこで、顧客の課題解決に強みを持つ当社に“業務効率化”の依頼が寄せられました。
100％直接取引だから、事業課題の分析など最上流から⼿がけます。今回もまずは、
病院に⾜を運んで仕事の流れや使⽤しているシステムを知ることから始めました。

実際に現場を⾒た結果、健康診断の際の膨⼤なデータ処理に無駄があることが判明。
顧客の予算や費⽤対効果を考慮して、⼿書きデータの処理に関する仕組みを提案しま
した。帳票をスキャナで読み取らせ、⾃動でデータ化するシステムです。

導⼊後、業務量が⼤幅に削減されて顧客から直接感謝の⾔葉を頂きました。要望通り
のシステムをただ形にするわけではなく、顧客の課題解決に根本から関わる仕事だか
らこそ、各プロジェクトにドラマがあり、得られる達成感も⼤きいのです。

上流⼯程にチャレンジするなら、ぜひ「100％直接取引」の環境を選んでください。

システムエンジニア（100％直接取引）※年間休⽇127⽇
／平均残業⽉3時間

募集要項

システムエンジニア（100％直接取引）※年間休⽇127⽇／平均残業⽉3時間

■東証⼀部上場の⼤⼿メーカーや⼤⼿医療機関と直接取引しています。
あなたにお任せするのは、エンドユーザーとなる顧客のシステム開発。顧客の抱える課題を解決するため
に、課題分析〜要件定義といった“最上流”から参加していただきます。⾃社内案件が「4割」で、客先常
駐が「6割」です。現在、常駐先には経験豊富なエンジニアがいるので、まずは⾃社内案件で経験を積み
重ねましょう。

■顧客の課題解決に“最上流”から参加します。
100％直接取引をモットーとする当社では、顧客が抱える課題に対して問題点を特定するところからトー
タルに⽀援しています。ただ顧客の要望通りにシステムを組むわけでなく、顧客の課題解決に根本から関
わる点が魅⼒。実際に顧客の職場に⾜を運んだり、課題分析や要件定義のスキルを磨けます。

■製造業におけるシステム開発やWeb化がメインです。
依頼主は、東証⼀部上場の⼤⼿電気機器メーカーや⾃動⾞部品メーカー、⼯作機械メーカーなど。業務効
率化などを⽬的に、⽣産管理システム・原価計算システム・⼯程管理システム・受発注システムなどを⼿
がけることが多いです。⾃社内で⾏なう受託案件は8〜10名のチームで進めています。

掲載期間: 19/07/22 〜 19/09/15

株式会社ティエスケイ中部

正社員 学歴不問 完全週休2⽇ 残業⽉20h以内 内定まで2週間 ⾯接1回のみ

転勤なし

仕事内容

募 集 情 報

募集詳細情報のプレビュー



■上流⼯程の経験がなくてもイチから学べる環境です。
新卒採⽤も⾏なっており、経験が浅いメンバーを育てる体制があります。現在、活躍するエンジニアは全
員が「PL・PMクラス」。プロジェクトの指揮をとれる実⼒者が仕事を教えていくので、上流⼯程のスキ
ルを着実に⾝につけていけるでしょう。分からないことがあれば、何でも気軽に聞いてください。

【⾔語】Java、PHP、VB、VB.NET、JavaScript、COBOL など

学歴不問
■システム開発の実務経験（ジャンル・⾔語不問）
直接取引の案件に挑戦したい⽅、上流⼯程にチャレンジしたい⽅、是⾮ご応募ください。
※第⼆新卒の⽅や経験の浅い⽅も歓迎いたします。

▼以下のような⽅、優遇いたします。
□ Java、.NET、PHP、JavaScript、COBOLの経験者
□ 業務系システムやWeb系システムの開発経験者
□ 半導体のシステム開発の経験者
□イントラマートを使⽤した開発経験者
…など、さまざまな経験をお持ちの⽅を歓迎しています。

▼⼤⼿メーカーから、新規の依頼が増えています。
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。今から32年前、業界に先駆けて
SAG社（ドイツ本社）の「ADABAS・NATURAL」（第4世代⾔語）の技術⽀援をビジネスパートナーと
して東海地区に持ち込んだ実績が評価されて、現在まで⼤⼿メーカーとの直接取引を続けてきました。近
年では付き合いの⻑い顧客に加えて、新規の依頼が増えています。そこで今回、ジャンルを問わず「シス
テム開発の実務経験」をお持ちの⽅を迎えることになりました。

正社員
※3ヶ⽉の試⽤期間があります。その間の給与・待遇に変わりはありません。
※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。

「本社」もしくは「愛知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。

本社／愛知県名古屋市中区丸の内2-19-25 MS桜通4F

本社／名古屋市営地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内駅」より徒歩1分

9:00〜18:00（実働8時間）
※残業はほとんどありません。⽉平均3時間程度です。

⽉給23万〜45万円＋賞与（年2回）
※上記には⼀律⽀給の⼿当が含まれています。
※時短勤務（正社員）の場合、実働6時間、⽉給13万〜30万円＋賞与（年2回）となります。

年収360万円／27歳・経験5年
年収460万円／35歳・経験10年
年収610万円／45歳・経験25年

＜年間休⽇127⽇＞
完全週休⼆⽇制（⼟曜・⽇曜）
祝⽇

応募資格

募集背景

雇⽤形態

勤務地・交通

交通

勤務時間

給与

年収例

休⽇休暇



動画でCheck! 職場⾵景
取材から受けた会社の印象

まだまだ「35歳定年説」というワードが聞こえてくる、IT業界。ハードな労働環境の企業が少
なくありませんが、同社は「⽉平均残業3時間」「年間休⽇127⽇」「年間の有給休暇平均取
得⽇数12⽇」など、働きやすい環境が整っています。今回の取材では、このような環境を整え
られている理由について聞いてみました。

すると返ってきたのは「顧客と⻑年の信頼関係があるため、仕事をコントロールしやすい」と
の答え。利益率を⾼め直接取引にこだわってきたため、⾃分たちで開発スケジュールを組むこ
とができ、無理のない残業時間や余裕のある年間休⽇を実現することに成功していると⾔いま
す。その甲斐あってか、現在働いている⽅の平均勤続年数は11年と⻑め。そんな同社だから、
今回⼊社される⽅も安⼼して⻑く働けそうだと感じた取材でした。

 この仕事のやりがい＆厳しさ

上流⼯程の経験がない⽅もご安⼼を。システムエンジ
ニアとしての仕事をじっくり丁寧に教えていきます。

直接取引にこだわっているので、無理な働き⽅はあり
ません。顧客の課題解決というやりがいも⼿に⼊りま
すよ。

GW休暇
年末年始休暇（5⽇間）
夏季休暇（5⽇間）
有給休暇（年間平均取得数：12⽇）
慶弔休暇
特別休暇（結婚休暇）
産前産後・育児・介護休暇

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）
交通費全額⽀給
社会保険完備（雇⽤・労災・健康・厚⽣年⾦）
時間外⼿当
出張⼿当
役職⼿当
家族⼿当（配偶者：⽉1万7000円、⼦1⼈につき：⽉1万7000円）
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・京都などに⾏きました）

※Uターン対象者の交通費を負担いたします。（社内規定あり）

福利厚⽣・待遇

取材担当者のコメント






https://employment.en-japan.com/search/modal_movie/?Embedkey=EK1mGVOIF5DsJpLJIEubC-CW-fy21DJTXoePY59Ci0qPn_236w0YS-OpKY-p-BQrbWp92HB9J0xIuquqVFX_XIBW_rro3HxnTXh5t3jIYG71wk.&PK=840716


やりがい

⼤⼿メーカーと直接取引するプロジェクトを担当するため、単に顧客の要望通りにシステムを構築する以上のやりがいがあります。
具体的には、顧客の抱えている課題と向き合い、どこに問題があるのか、どのように解決するのか、課題解決の“上流”から⼿がけら
れる点。ときには、顧客の職場へ⾜を運び、実際の仕事⾵景や使っているシステムなどを把握した上で、解決策を検討していきま
す。考える余地が⼤きいため、介在価値や達成感を感じられるでしょう。

厳しさ

プロジェクトを上流から進めていく上では開発スキルだけでなく、メンバーに指⽰を出したり、気づかいができたり、といった能⼒
も必要でしょう。慣れないうちは失敗することも多く、⾃⾝の⼒不⾜を痛感する場⾯があると思います。また、顧客は東証⼀部上場
の⼤⼿メーカーがメイン。これまで⻑きにわたり取引を続けてきた顧客の期待に応えていくためには、⾼いレベルのスキルが求めら
れるでしょう。

 この仕事の向き＆不向き

向いている⼈

■リーダーシップや周囲への配慮ができる⼈
経験を積んでPL・PMクラスとしてプロジェクトを進めていくためには、仲間をリードしながら⼀体感を持って仕事を進めていくこと
が重要です。⾃分なりに考えて動ける⼈や周囲を巻き込んで進められる⼈は向いていると思います。

向いていない⼈

■スキル向上に対する意欲がみられない⼈
⼊社後は開発スキルだけでなく、よりレベルの⾼いスキルやプロジェクトを進める能⼒を⾝につける必要があります。技術も進歩し
ていますので、新しい技術を習得したくないと思っている⽅は向いていません。



会社概要 株式会社ティエスケイ中部

1993年4⽉

代表取締役 梶本 晃

2000万円

26名

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

本社／愛知県名古屋市中区丸の内2-19-25 MS桜通4F

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

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

|

設⽴

代表者

資本⾦

従業員数

事業内容

事業所

関連会社

主要取引先



 個⼈名の表記について

http://www.tsk-chubu.com/企業ホームページ

応募・選考について

▼応募から内定まで2週間以内を予定しております。応募から最短で1ヶ⽉以内の⼊社が可能です。
最短で8⽉⼊社が可能。9⽉以降の⼊社も⼤歓迎です。
※⾯接には、職務経歴書をご持参ください。

※遠⽅の場合、⾯接地までの交通費は当社が負担いたします。応募時にご相談ください。

「エン転職」の応募フォームよりご応募ください。

本社／愛知県名古屋市中区丸の内2-19-25 MS桜通4F

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-19-25 MS桜通4F

担当／採⽤担当

TEL／052-211-6791(代)

⼊社までの流れ Web履歴書による書類選考STEP 1

⾯接（1回）＋適性検査STEP 2

内定STEP 3

応募受付⽅法

⾯接地

連絡先

 応募される⽅は

応募フォームへ

応募を検討中の⽅は

気になる

エン転職は、世界⼀ 信頼性の⾼い求⼈情報を⽬指しています。

エン転職は、求⼈企業が発信する情報にエン転職取材担当、 吉村の取材によるコメント を加え、さらに 元社員や現社員か
らのクチコミ情報 など多⾓的な情報を収集し、より信頼性の⾼い求⼈情報を提供しています。
もし、求⼈情報の掲載内容と事実に相違があった場合は エン転職事務局 までご連絡下さい。調査の上、対応いたします。
⼊社後に判明した相違点についても、情報をお寄せください。

https://employment.en-japan.com/help/04_04/?PK=840716
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