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トークセッション＜ROOM１＞ 

【トークセッション】 13:30～14:30（開場：13:00） 

○テーマ 仙台から X-TECH イノベーションを起こす IT 人材のキャリアデザイン 

○登壇者 

  

淡路 義和 氏 

株式会社コー・ワークス 

代表取締役社長 

秋田県秋田市生まれ。大手 IT ベンダーに 6 年在籍し SE/PM とし

ての経験を積んだ後、起業を目的に退職。その後、新規事業立ち上

げで経営のイロハを学び、中小企業の COO 就任で経営を経験し、

2009 年満を持して株式会社コー・ワークスを設立、代表取締役社

長に就任。そして創立 10 年目となる 2019 年、新たなチャレンジとし

て停滞している IoT を劇的に推進することを目的としたベンチャー・株

式会社 IoT.Run を設立、現在スタートアップチャレンジの真っ最中。 

加藤 大典 氏 

株式会社 Showcase Gig 

東北オフィス 所長 

愛知県出身。関西の大学卒業後、東京の IT コンサルティング会社

にて情報系システム構築、C2C サービス立ち上げ等を中心にクライア

ントの開発業務全般に携わったのち、第一子の誕生を機に 2010 年

12 月仙台に移住。1 年間の個人事業主を経た後、ネットサービス企

業にて、インフラ・POS・MA ツール等のシステム導入を行う。2019 年

3 月より Showcase Gig 東北オフィスの立ち上げから参画し、自社

サービスの導入案件や連携機能の企画・マネジメントを担当。 

藤田 知之 氏 

東杜シーテック株式会社 

Fish&Robo Base プロダクトマネージャー 

秋田県出身。東北電子専門学校卒業後、仙台に支店を置く IT 企

業に入社。公共施設システム、携帯電話機などのソフトウェア開発に

従事した後、東杜シーテック株式会社へ入社。組み込み系ソフトウェ

アの開発業務を経て、2019 年より自社製品開発部門へ異動。主に

漁業関連製品およびロボットシステムの自社製品開発に特化した新

拠点『Fish&Robo Base』の設立に参画。仙台・宮城発の技術、製

品の開発に取り組む。 

秋山 洋 氏 

株式会社ラナエクストラクティブ 

アートディレクター／執行役員 

1977 年東京都出身。いままで数百社におよぶ Web 広告全般の

デザインを担当。ラナエクストラクティブ入社後は広告制作だけでなく、

体験をキーワードにした数々のアウトプットのアートディレクションに関わ

る。大手クライアントのブランディング施策をはじめ、丸森町のプロジェ

クトなど、デジタルとアナログの壁を越える UI/UX 開発の実績多数。

社内外を問わずインタラクティブデザインの領域で幅広く活動している 

仙台生まれ仙台育ち。東北学院大学卒業後に上京し、ソフトウェア

の販売会社と IT ベンチャー企業でソフトウェア開発・保守・運用の経

験を積み、2008 年に U ターンで楽天株式会社へ入社。仙台支社

立ち上げメンバーとして、楽天市場営業支援システムの構築から楽

天野球団のシステム拡充などに携わり、2012 年からマネージャーの

職責を担う。現在は、楽天市場を取り巻く様々な課題に対して最適

なシステムを提案・開発すべく奮闘中。 

南條 融 氏 

楽天株式会社 

EC ビジネスエンパワーメント課 シニアマネージャー 
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出展企業による個別ブースでの PR＜ROOM２～５＞ 

【出展企業による個別ブースでの PR】 14:45～17:30（開場：14:30） 

各企業からの説明は以下の時間帯で４回行います。その他の時間帯は各企業の社員へ質問を行う等、

自由にご活用ください。また、どのブースに行けばよいか迷った際に、自身が希望する分野や条件等からおすす

めの企業を教えてくれる相談ブースもあります。 

１回目 14:50～15:10 

２回目 15:30～15:50 

３回目 16:10～16:30 

４回目 16:50～17:10 

 
 ⑱ ⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ 

 

       

⑲  ㉑ ㉒  ㉓ ㉔  ㉕ 
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    出入口 
        

①株式会社新世紀 ⑩楽天株式会社 ⑲株式会社 SIG 

②株式会社アイエスビー東北 ⑪株式会社エヌエスシー ⑳株式会社東日本技術研究所 

③株式会社デジタルトラスト ⑫東杜シーテック株式会社 ㉑株式会社両毛システムズ 

④株式会社ビー・プラネッツ ⑬エリクソン・ジャパン株式会社 ㉒株式会社インフィニットループ 

⑤株式会社プロトソリューション ⑭株式会社ラナエクストラクティブ ㉓株式会社ユーメディア 

⑥株式会社ステップ ⑮株式会社 Showcase Gig ㉔株式会社アクセル・モード 

⑦株式会社テクノ情報システム ⑯パイオニアシステムテクノロジー株式会社 ㉕株式会社シムネット 

⑧株式会社ビデオマーケット ⑰株式会社コー・ワークス  

⑨テクノ・マインド株式会社 ⑱イーストライズ株式会社  
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①株式会社新世紀 

所在地 

[本社所在地] 東京都文京区大塚 3-20-1 紅屋茗荷谷ビル 6F 

[仙台オフィス所在地] 仙台市青葉区本町 2 丁目 10 番 33 号 

第二日本オフィスビル 3 階 5 号室 

従業員数 １３人   （うち仙台オフィス ２人） 

ホームページ

URL 
http://www.shinseiki-j.com 

採用職種 ソフトウェアエンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

現在は医療機関向けシステムの企画・開発が弊社の主力事業となっております。特にク

リニック向け自動精算機の売上は堅調に推移し、3 期連続の増収増益で、今後も成長す

る見込みです。医療業界では、少子高齢化に伴う構造的な歪みが顕在化しつつあり、IT

による業務改善に積極的に取り組むクリニックが急増しており、全国のクリニック様か

ら多くのご依頼をいただいております。仙台営業所においては、クリニック向け自動精

算機に搭載するソフトウェアを中心に開発を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口精算システム    再来受付・自動精算システム      待合表示・会計案内表示システム 

Clinic POS     Clinic KIOSK          Clinic GUIDE 

        ※2019 年 4 月 商標登録 

福利厚生、 

研修・教育体制 

■社会保険完備 ■通勤手当全額支給 ■有給休暇 ■夏季・GW・年末年始休暇 

■慶弔休暇 ■育児支援制度あり ■年間休日 120 日以上 

■文京区勤労者共済会へ加入しており、有名テーマパーク、全国レジャースポット割引

券などが支給されます。 

■業務に関わる物品ついては可能な範囲で要望に沿えるよう調整します。（PC や周辺機器、椅

子など） 

■技能向上に向けた、セミナー参加、書籍購入、資格取得などは会社として支援いたし

ます。 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

弊社のシステムを構成している技術領域は多方面にわたりますので、得意分野は活かし

つつ、新たな領域にチャレンジしていくことも可能です。 

技術採用に関しては、前例にとらわれることなく、「ゼロベースで物事をとらえ」 

最善の策を選ぶという社風で、経営層に近い立場での裁量が与えられます。 

仙台オフィスの

魅力 

JR 仙台駅から徒歩 7 分でアクセス良好です！ 

ハピナ名掛丁商店街とクリスロード商店街に近い、好立地！！ 

求める人材像 

得意分野は活かしつつ、新たな領域にチャレンジできる当社の環境で 

「好奇心旺盛かつ積極的で学習意欲のある方」 

に入社いただきたいです。 

メッセージ 

私たちの行動方針に、"「誠実な対応」社員・仕事・お客様・お取引先・価格すべてに

誠実であること。"があります。第一に社員なのです。  

営利を最優先で追及することよりも、社員含めて安定的な成長が重要だと考えていま

す。 

この成長に皆さんのお力が必要です。 

ぜひ、当社メンバーとして参画いただき、皆さんの能力を発揮してください。 
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②株式会社アイエスビー東北 

所在地 

[本社所在地] 仙台市青葉区一番町 1-1-30 南町通有楽館ビルディング 5 階 

[仙台オフィス所在地] 本社所在地に同じ 

従業員数 ３３人   （うち仙台オフィス ３０人） 

ホームページ

URL 
http://www.isb.co.jp/itc/ 

採用職種 
システムエンジニア、プログラマ、テスター 

研究職(自然言語、深層学習、機械学習、画像処理) 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

私たちアイエスビー東北は、組込み開発、モバイルアプリ開発、UAV 空撮など幅広い分野

の事業を手掛けています。衣食住をコアソリューションとして、地域の皆様に利用していた

だけるよう、農業や医療・福祉、セキュリティをサポートするシステム、自治体観光を活か

したシステム開発を行い、地域に密着した IT ソリューションを提供しています。 

【事業内容】 

●各種ソフトウェアの設計・開発・運用・保守  

●クラウドや SNS 連携による各種情報サービス開発  

●ソフトウェア開発要員の教育・訓練・コンサルティング業務  

●UAV 空撮事業 

【お取引先】（敬称略） 

宮城県、仙台市、大崎市、白石市、東北大学、東北大学病院、JR 仙台病院、 

仙台高等専門学校、エレクトロニクスメーカ各社、半導体メーカ、通信機器メーカ 

【開発事例】 

●観光資源活用アプリ：宮城県大崎市の歴史や文化、伝承、風習、人物などの地

域資源（宝）を、発見し、さらに地域づくり活動の手段としてもらえるアプリ（大

崎市 HP より一部引用）。くちこみ情報投稿機能や、大崎市の特定の場所に行く

とカメラに「パタ崎さん」が出現・撮影ができるカメラ機能などが搭載。 

●教育、コンシューマー向け電子書籍ビューア/リーダー：デジタル教科書・教

材用の EPUB 仕様に準拠した複数プラットフォーム向けビューアや、商用の電

子書籍ビューア。教育現場に限らず広く普及している電子書籍、開発をするうえ

では、様々なファイル形式・ハード・OS・動作環境に対応する必要があり、刻々と変化す

るユーザーからのニーズにも応えていく必要がある。 

●CT/MRI ビューア 筋肉量測定 AI 化研究：胸腹部 CT 画像からの体幹筋の自動算出を目

標に、深層学習、機械学習・画像解析について、東北大学大学院情報科学研究科（青木研究

室）による研究指導を頂きながら研究。筋肉量測定の容易化を実現することで、介護予防や

予後評価などに活用できる筋肉量データ活用支援に向けて鋭意、研究開発中。 
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福利厚生、 

研修・教育体制 

【福利厚生】 

・通勤手当あり 

・各種社会保険、労災保険完備 

・資格取得費用補助・報奨金・資格手当制度 

・団体保険制度あり 

・４０１Ｋ準備中 

・Gr 従業員持株会制度あり 

・その他/健保保養所等 

【休日休暇】 

・休日：完全週休２日制（土・日）、祝日、 

年末年始 ※年間休日 120 日以上 

・休暇：年次有給休暇（初年度 20 日）、 

特別休暇（各種慶弔休暇等） 

・育児休業・介護休業制度有り 

【その他】 

・職種によりテレワークを一部導入 

【研修・教育体制】 

・集合研修によるビジネス基盤研修を受講

して頂きます。非情報系の方には、上記に加

えて基礎的な開発研修も受講して頂く予定

です。 

・基礎研修後は、OJT（On the Job Training）

にて業務知識・技術を習得して頂きます。

OJT 担当者として、若手社員が指導役を務め

ます。 

・プロジェクトリーダー・管理職を目指す方

には、後輩・部下を育て、チームを率いる力

を育成するためのリーダー研修を行ってい

ます。 

・メンター制度も採り入れており、相談しや

すい環境を作っています。 

IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

【当社の魅力】 

●幅広い開発フィールド！ 

・組込み、Web アプリ、サーバサイドの開発など多種多様な業務があります。 

・最近は、スマートフォン向けアプリ・電子書籍・IoT をキーワードとした 

各分野の案件にも多く携わっています。 

・様々な案件に参画して頂くことで多様な経験・実績を積み重ねることが可能です。 

 ●急成長中！ 

・現在 10 期目となりました。平均年齢 36.5 歳と、若手従業員が活躍できます。 

仙台オフィスの

魅力 

【働く環境】 

・仙台駅徒歩圏内でアクセス良好！ 

・チーム内のデスクの配置は、衝立などを設

置せずに相談があればすぐに聞けるように

しています。 

【会社の雰囲気】 

・面倒見の良い先輩・上司のもと、相談しや

すい雰囲気で仕事をしています。 

求める人材像 

●何事にも意欲的に取り組める人 ：モノづくりが好き・新しいことを取り入れたいなど、

チャレンジ精神がある方。  

●向上心を持って努力を継続できる人：他者からの意見を素直に吸収し、「次は今よりもっ

と良く」と何事にも向上心を持って取り組む方。  

●周囲の人と円滑にコミュニケーションが図れる人 ：一般的な人付き合いという意味では

なく、同僚・上司・取引先とのやり取りのうえで、必要なことをきちんと理解しよう・説明

しようとする姿勢を重視します。 

メッセージ 

取引先への短期（～数ヵ月）の出張の可能性はありますが、グループ企業への転属や出向は

ございません。 仙台に根差して働きたい方、UIJ ターン希望の方もぜひご応募ください！ 
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③株式会社デジタルトラスト 

所在地 

[本社所在地] 仙台市青葉区中央 1 丁目 3-1 AER ビル 23 階 

[仙台オフィス所在地] 本社所在地に同じ 

従業員数 ７０人   （うち仙台オフィス ５８人） 

ホームページ

URL 
https://www.digitaltrust.co.jp/ 

採用職種 プログラマー 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

■システムエンジニアリングサービス 

 「古くなったシステムを新しくしたい」「システムを導入して業務効率を上げたいな

ど、ＩＴに関してお客様が困っていることを、ＩＴのプロとして解決していくサー

ビスです。システムの企画・提案から開発・テスト・運用・保守に至るまでお客様

の業務をバックアップします。 

 

■コンサルティングサービス 

 「企業経営」という高い視点からお客様の業務を分析し、 

IT を駆使した経営改善策の提案をします。 

 

■ソフトウェア開発 

 お客様からのご依頼にお応えし、当社の社内で開発をおこないます。 

 また、社員のアイデアによって自社製品の開発もおこなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■インターネット関連サービス 

 ホームページ製作、およびその後の更新作業やアクセス分析など、 

 ホームページの効果を最大限に発揮するためのサービスを提供します。 

【自社製品紹介】Android タブレット POS レジアプリ 【デジレジ】 

 

  

 

 



9 

福利厚生、 

研修・教育体制 

① 福利厚生 

・社会保険完備（雇用、健康、労災、厚生年金） 

・健康診断、インフルエンザ予防接種（年１回） 

・勤続表彰、退職金 

・資格取得奨励金制度（IPA の国家資格対象（情報処理技術者試験等）） 

② 社内イベント 

・社員旅行 

・忘年会      ⇒ 全額会社負担！！ 

・勉強会 

③ 研修・教育体制  

・入社後３ヶ月、ＩＴトレーニングセンターにてビジネスマナーやプログラミングの基礎

をしっかり教育します。研修後はＯＪＴにて、先輩社員に教わりながら業務を習得して

いきます。未経験者も大歓迎です！ 

 ・月１回のグループミーティングでの状況確認と相談会、３ヶ月に１回の全体会議での情

報共有があります。後輩に目をかけ、全員で会社を発展させようという意識のもと、業

務に励んでいます。 

IT 人材にとって 

わが社で働く 

ことの魅力 

■様々な業界で IT スキルや業務知識を習得できます！ 

当社のお客様の業種は通信業、製造業、物流、小売業、省庁、自治体、学校、病院など様々

です。社内・外の知識豊富なＩＴのプロとともに仕事ができ、確実にスキルアップできます。 

■未経験の先輩たちが活躍しています！ 

20 代の社員が多く勢いのある会社です。これからも仙台、東北を引っ張っていく会社を

目指して事業を拡大していきます。東京にもオフィスがあり、本人の希望を考慮し配属され

ます。地元仙台で働きたい方、東京で力を伸ばしたい方、大歓迎です。 

仙台オフィスの

魅力 

・本社は仙台駅から徒歩３分の AER ビル 23 階にあります。アクセスがよく、眺めがいい

オフィスです。 

・社内３大イベントの他に有志で開催される花見やバーベキューなどのイベントには、社員

の家族も参加し、社員の家族も大切にしている会社です。 

・平均残業時間 13.7ｈ、有給取得率 72.37％、働きやすい職場環境を目指しています。 

求める人材像 

【コミュニケーション能力】 

お客様の抱えている悩みをいち早く理解し、解決策をご提案していくにはコミュニケーシ

ョン力が不可欠です。お客様との会話はもちろん、社員同士の会話も大切にできる方を求め

ています。 

【チャレンジ精神】 

情報社会は日々進化しています。新たな技術や業務に積極的に取り組む姿勢を重要として

います。 

メッセージ 

 ＩＴ業界はこれからますます需要が高まります。新しい技術やＩＴ産業で暮らしを豊か

にできる素晴らしい業界です。当社は近年中に大企業になることを目指して、発展し続けて

います。会社がどんどん会社を大きくなっていく過程を一緒に味わいましょう！皆さんに

お会いできることを楽しみにしています！是非、当社のブースへお越しください。 
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④株式会社ビー・プラネッツ 

所在地 

[本社所在地] 神奈川県横浜市中区羽衣町 3 丁目 55-1 VORT 横浜関内 BLD 5F 

[仙台オフィス所在地] 仙台市青葉区一番町 1 丁目 4-30 さのやビルディング 8F 

従業員数 ５３人   （うち仙台オフィス ２人） 

ホームページ

URL 
https://www.bee-planetz.com/ 

採用職種 ソフトウエア開発エンジニアとして、ＳＥ・ＰＧ・オフショアブリッジＳＥ 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

＜全社事業内容＞ 

消防・防災系のシステムの開発・導入、EC サイト構築、他、様々な WEB・C/S・ス

マートフォンゲーム・BI ツールのシステムを開発しています。また、動画とスライド

の2 画面同期再生プレイヤーを搭載した動画配信プラットフォームシステムの「slimov

（スライモブ）」、高い利便性やオリジナリティが認められ、 様々な企業様のコミュニ

ケーションツール、セールスプロモーションツールの「movca（モブカ）」を開発して

います。 

＜仙台オフィス事業内容＞ 

ニアショアを行いながら、仙台本社の弊社関連会社と事業連携しながら独自にソフト

ウエア開発しています。「movca（モブカ）」については仙台オフィスが主体的に新たな

ものを開発しています。ベトナムにオフショア拠点を持つ弊社として、これから、外国

人留学生が多い仙台市の特性を生かし外国人留学生を積極的に採用していきます。 

福利厚生、 

研修・教育体制 

＜研修制度・キャリア支援制度＞ 

新卒者及び未経験者は、本社での数か月の研修を受け、さらに仙台オフィスでのＯＪ

Ｔによる研修を行います。 

＜福利厚生制度＞ 

・特別休暇制度（慶弔・介護・育児・産前産後等） 

・創立記念日休暇 

・年末年始および夏季休暇 

・クラブ活動（野球・フットサル・釣り） 

・保養施設、運動施設の利用（関東 IT ソフトウェア健保組合施設および提携先） 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

★様々な業界の業務支援システム開発から販促ツールとして大手企業に利用される自

社サービスの開発まで多種多様なシステム開発を手掛けてきた弊社。 

★システム開発の約 8 割を受託している弊社。要件定義～システム設計～開発～運用・

保守まで、一貫したシステム開発を行い、お客様のニーズに柔軟に対応してきました。 

あなたには、あなたのスキルレベルに合わせた開発フェーズから各種プロジェクトへ参

画します。 

★PL・PM にチャレンジしたい方には先輩社員と一緒に要件定義から、開発に集中した

い方には開発以降の工程をお任せ。それぞれの適性を考え、その人が一番成長できる案

件を担当できます。 

★自社開発×少人数チーム制。システム開発の面白さを存分に味わえる！ 

最小規模のプロジェクトでは 2 名体制、大規模なものになると 10 名ほどで開発にあた

ります。システム開発の全工程を手掛けるため、エンドユーザーの方と関わるシーンも。

自分たちの手で最初から最後までシステムを作り上げるやりがいを感じられます。 

仙台オフィスの

魅力 

＜オフィス環境＞ 

事業連携している仙台本社の弊社関連会社社員と近接したスペースのオフィスであ

るため、弊社社員の他、開発のベテランから若手までおり、安心して開発できる環境で

す。仙台オフィスもですが全社としても「月平均残業時間１０時間未満、有給休暇取得

率５０％が６割、自社内開発８割」という安定したオフィス環境です。 

＜魅力・特色＞ 

言語・環境問わず Web 系・オープン系・インフラ系・業務系の上流工程からも開発

しています。本社受注案件の開発を行うことはもちろんですが、中小企業の本社が多い

仙台ならではの特性に合わせ、会計・給与・販売管理などの業務ソフトウエアの販売、

そしてカスタマイズも扱います。幅広い開発案件に関わることができます。 

新卒者及び未経験者は、本社での数か月の研修を受け、さらに仙台オフィスでのＯＪ

Ｔによる研修を行います。 

求める人材像 

★自分の希望で新しいことへ挑戦し続ける人物 

★組織としての基本的なルールは当然ありますが、会社全体は自由度が高いので、自分

の裁量で仕事をして、キャリアを自ら構築することができる人物 

★仕事を通して自身の成長を感じることができる人物 

メッセージ 

独自のルートから、日本トップクラスの大学との共同開発案件も請け負っています。

地図上に気温の高い場所や救急車の出動データをプロットすることで熱中症を予防す

るシステム開発や、AR・VR を用いて疑似クレーマーを映しだし、ストレス度を測定す

るプログラム開発など、ユニークなプロジェクトも多数。AI 技術に携わったことがな

い方でも、学習する意欲のある方ならチャレンジできる機会は豊富にあります！ 
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⑤株式会社プロトソリューション 

所在地 

[本社所在地] 沖縄県宜野湾市大山 7-10-25 

[仙台オフィス所在地] 仙台市若林区新寺一丁目 3-45 AI．Premium 4F 

従業員数 ５３８人   （うち仙台オフィス ４６人） 

ホームページ

URL 
http://www.protosolution.co.jp/ 

採用職種 Web エンジニア・システムエンジニア・インフラエンジニア、クラウドエンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

当社は、グループ会社である株式会社プロト

コーポレーション（東証一部上場）が運営し全

国にユーザーを持つ、クルマ・ポータルサイト

「グーネット」及び関連する自動車関連情報

サービスにおける、IT インテグレーション・

デジタルマーケティング・ユーザメディア・コ

ミュニケーションサポート事業・人材支援を

仙台・東京・沖縄で展開しています。 

その中でも、仙台本社は、IT インテグレーシ

ョン（システム開発事業）に注力し「Web シ

ステム開発、クラウド構築・運用、自社システムの開発」を行っています。また、グル

ープメディア関連（グーネット等）の開発だけでなく、大手企業などからの受託システ

ム開発や、AＩ活用に関する研究、オフショア開発（開発業務の海外移転）を推進する

等、先端技術の研究拠点・グローバル化の展開拠点としての機能を果たすことを目指し

ています。 

福利厚生、 

研修・教育体制 

【働きやすさへの取り組み】 

残業時間の抑制・財形貯蓄制度・資格取得奨励制度（資格手当）・社員持株会・勤続賞・

家族手当・慶弔金制度を設け、また各種社員交流イベント・社外スポーツ活動を開催し

ています。 

【働きがいへの取り組み】 

●100 を超える研修実施数。新卒入社の方については技術研修からスタートしフォロ

ーアップ研修を、2 年目以降も、フォローアップ研修やビジネスマインド・マネジメン

ト等多岐に渡る内容や階層別研修を実施。社外へのイベント・研修派遣も積極的に実施。 

●「1on1 面談」「シャインスター制度」「スターチーム」など、目標確認や社員間で感
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謝を伝え互いを認め合う風土、顧客満足度表彰といった過程と成果を評価するシステム

を導入し成長実感を持てる機会を醸成。 

 

 

 

 

IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

【仙台から全国の方に利用されるサービス開発に携わる】 

●グループの一員として開発に携わる

サービスは、全国各地のユーザーや販

売店の方にご利用いただく大規模サイ

トです。仙台にいながら、開発者として

影響を与える範囲は大きく、自身が創

り上げたサービスが多くのお客様のた

めなることを実感できます。 

●自社サービス開発を行うチームがあ

り、マーケット調査・企画・開発・納品まで行えます。開発力はもちろん、企画力・マ

ーケット調査力など、広域なビジネススキルが鍛えられます。 

仙台オフィスの

魅力 

【新鋭技術を用いた新規サービスを】AI を用いたサービスリリース実績あり！ 

Web システム開発とは別に研究開発を行うチームを発足。技術者としてスキル値が上

がれば、「IT（IoT）」を用いて、新たなサービスを提案出来ます。作るだけではなく、

サービスを生み出すという難しさを、エンジニアとして仙台本社では経験を積むことが

出来ます。 

求める人材像 

当社は 13 年目を迎える企業であり、まだまだ成長をしていくことを目指しています。

社員の成長が会社の成長だと考え、共に成長を楽しんでいただける方と一緒に働きたい

です。 

 ∟仕事を通して成長したいという意志をお持ちの方 

∟「より良いもの」を目指す好奇心と探究心を持てる方 

メッセージ 

仙台本社で働く方の約９割が東北出身の方です。東北（仙台）にこだわりをもって、開

発者として IT 技術を駆使し人々に影響を与えるコンテンツ・サービスづくりを目指し

ています。互いに声が届く規模の中で、共感出来る想いがある方は色々なアイディアが

生まれるかもしれません！当社のメンバーとして切磋琢磨し合いながら良いサービス・

アイディアを形にしていきましょう。 
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⑥株式会社ステップ 

所在地 

[本社所在地] 仙台市青葉区中央 1-6-35 東京建物仙台ビル 18 階 

最寄り駅：ＪＲ仙台駅徒歩３分（ペデストリアンデッキ直結） 

[仙台オフィス所在地] 本社所在地に同じ 

従業員数 １５５人   （うち仙台オフィス ９８人） 

ホームページ

URL 
http://www.stepltd.co.jp/ 

採用職種 プログラマー ・ システムエンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

●システム開発 

航空管制システム、防衛システム、医療機関システム、電力システムや通信関係シ

ステムなど多くのコンピュータシステムを開発し、お客様に満足して頂けるサービ

スを提供しています。 

●教育事業  

システム開発技術者向け講習や、一般

向けＩＴ技能育成講座を行っていま

す。 

●インフラ構築 

サーバーやネットワーク機器などの 

設置・設定などを行い、安定して稼働

する基盤を作り上げています。 

福利厚生、 

研修・教育体制 

＜福利厚生＞ 

各種社会保険、退職金制度、社員寮、

資格取得奨励金、奨学金返済支援制

度、 

永年勤続表彰制度、社員旅行、慶弔

金、グリーンパル(福利厚生サービス) 

＜研修・教育体制＞ 

理系・文系問わずの理由 

自社で運営する宮城県認定の教育機関

『仙台ＩＴトレーニングセンター』で、4 月～6 月の 3 か月間、ＩＴ技能研修を受

講して頂きます。 

百戦錬磨の講師陣が親切丁寧に教えますので、情報系の知識がある方はより高いレ

ベルの専門知識を、文系出身の方は初級編から学習して頂けます。 

研修期間修了後も知識豊富な先輩社員と一緒のプロジェクトに配属となるので安心

してください。私たちは新入社員の皆さんのＩＴエンジニアとしてのスタートを大

切に考えています。 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

コンピュータソフトウェアはありとあらゆる場面で活用されており、生活に欠かせな

いものとなっています。 

私たちステップは、IT社会を支える

うえで特に重要とされる、官公庁・

情報通信・医療・電気・建設・流

通・製造・金融・自治体等の分野へ

システムを提供していますので、”私

がIT社会を支えている”というやりが

いを感じながら働くことができる会

社です。 

これからもIT技術を通して社会を支

える事を使命と考え、豊富な経験と確かな技術、そして確かな人間性を武器に、お客

様に満足して頂ける、高品質なＩＴソリューションを提供し続けていきたいと考えて

います。 

仙台オフィスの

魅力 

主な就業場所は、自社内（本社、首都圏事業所、関西事業所）と、客先作業場所で

す。勤務地はご本人の希望を考慮します。 

本社は仙台駅から徒歩３分の場所にある東京建物仙台ビルの18階にあります。2009

年に竣工されたお洒落なオフィスビルで、仙台駅西口とペデストリアンデッキで接続さ

れていてアクセス良好です。また、高層階なので、晴れた日には仙台港や泉ヶ岳などの

眺望が楽しめます。 

 

 

求める人材像 
与えられた仕事だけでなく目標達成のために何をやるべきかを自ら考え実行できる積

極性を持っている方、状況に応じて柔軟に考え行動出来る方、お待ちしています。 

メッセージ 

弊社は、平成3年3月にコンピュータソフトウェア開発の専門会社として設立し、「信

頼される技術」「信頼される人間」を合い

言葉に日々努めてまいりました。 

多くのお客様にご支持頂き、創業以来29年

間赤字決算も、銀行からの資金借入れも一

度もなく安定した企業基盤を築くことがで

きました。 

今後も、ますます需要が高まる AI やビッグ

データ等の新しい技術にも積極的にチャレ

ンジし、地域社会に貢献していきます。 

情報系専門知識の有無は問いません。 

入社後の研修でゆっくり覚えていきましょう。先ずは軽い気持ちでお話を聞きに来てく

ださい。 

 

職場の仲間たち（社員旅行で沖縄に行ってきました！） 

オフィスからの眺望(泉ヶ岳方面) ガラス張りの開放的なオフィス 
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⑦株式会社テクノ情報システム 

所在地 

[本社所在地] 東京都豊島区東池袋 1-33-8 NBF 池袋タワー7F 

[仙台オフィス所在地] 仙台市青葉区本町 3-4-18 太陽生命仙台本町ビル 5F 

従業員数 約１６０人   （うち仙台オフィス ４人） 

ホームページ

URL 
https://www.techno-jouhou.co.jp/ 

採用職種 システムエンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

★全社の事業内容★ 

最新技術に関するご相談はもとより、個々の案件に最善のサービスをご提供します。 

システムの企画・提案から開発・テスト・運用・保守に至るまでお客様の業務をバック

アップします。 

また、お客様の課題を解決するために、開発業務のみならず業務改善のためのサポート

をいたします。 

 

★仙台支店の業務内容★ 

東京本社はお客様先常駐が案件全体の 9 割を占めておりますが、仙台支店では受託業

務にも力を入れております。お客様のご要望にお応えし、最善の形でサポートをいたし

ます。 

福利厚生、 

研修・教育体制 

★福利厚生★ 

■各種社会保険完備 ■退職金制度 ■健康診断 ■資格取得支援 ■社内表彰制度 

■時短制度 ■各種研修制度 ■レクリエーション費 ■関東 IT ソフトウェア健康保

険組合加入 

 

★休日・休暇★ 

■年間休日 125 日 ■完全週休 2 日制 ■祝日休み ■年末年始休暇 ■GW 休暇 

■夏季休暇 9 日間（2019 年実績） ※プロジェクトにより異なる 

■慶弔休暇 ■有給休暇 ■産前・産後休暇 ※取得実績あり 

■育児休暇※取得実績あり 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

★文理・経験の有無は問いません！★ 

「エンジニアとして手に職つけたいなぁ。」 

「純粋に IT が面白そうだなぁ。」 

そう思ったことのある方は、文理や経験の有無を問わず大歓迎です！ 

弊社社員の約 7～8 割は業界未経験で入社し、現在エンジニアやプログラマーとして 

活躍しています。また、先輩社員やベテラン上司が勉強会を自主的に開催するなど、 

社員一丸となってサポートしてくれるので安心です。 

 

★若い力で会社を盛り上げる！★ 

平均年齢 20 代の活気溢れる会社です。 

2019 年夏に開設したばかりの仙台支店を 

盛り上げるべく、地元仙台で働きたい方 

大歓迎です！ 

また、東京に出て力をつけたい方も是非チャレンジしてみてください！ 

自身の成長に繋がる経験できると思います。 

原則、転居を伴う転勤はなく、本人の希望を考慮して配属されます。 

仙台オフィスの

魅力 

開設間もない仙台支店のオフィスはとてもキレイです！ 

社員がリラックスして仕事に臨めるよう、内装にもこだわりました☆ 

・勾当台公園駅から徒歩 6 分 ※仙台駅からも歩ける距離！ 

・ワンフロアで風通しのいい社風！ 

・コーヒー飲み放題！ ※適度に…。 

・東京本社と大画面でオンライン会議可能！ 

・若手社員多数で仲良し！ 

・男女比 5:5 で女性も働きやすい！ 

求める人材像 

・素直で明るく、チャレンジ精神のある方 

・わからないことを放置せず、解決できるよう努力できる方 

・若いうちから経験を積んで活躍したい方 

・仲間とのコミュニケーションを大事にできる方 

メッセージ 

弊社の仙台支店は 2019 年夏に開設し、2020 年 1 月から本格操業を始めました。 

そのスタートアップメンバーとして、一緒に盛り上げてくれるメンバーを募集していま

す。ベンチャー企業だからこそ、会社全体を巻き込んで自身のやりたいことを実現でき

ます。そんな魅力的な企業でキャリアアップを目指してみませんか？ 

 

全社 BBQ の様子☆ 
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⑧株式会社ビデオマーケット 

所在地 

[本社所在地] 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー36Ｆ 

[仙台オフィス所在地] 仙台市若林区新寺 1-2-26 小田急仙台東口ビル 701 

従業員数 １１４人   （うち仙台オフィス ９人） 

ホームページ

URL 
https://www.videomarket.co.jp/ 

採用職種 アプリエンジニア / サーバーサイドエンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

当社は動画配信本数約 23 万本という、業界内でもトップクラスの配信数を誇る「ビ

デオマーケット」という VOD サービスを提供しています。映像作品の調達からシス

テム開発、サービス運用までワンストップで手がけ、業界最多の映像著作物を、ネッ

トテクノロジーと動画配信技術によって構築したビデオプラットフォームを通じ、自

社サービスやアライアンサービスを経てお客様にお届けしています。 

 

仙台オフィスでは、2019 年 4 月に仙台メンバーが主体となり、デザイン・開発を行

った、"コンテンツホルダー直営"「公式動画配信サービス MIRAIL（ミレール）」をリ

リース致しました。MIRAIL(ミレール)は、コンテンツホルダー直営サービスに特化し

た専用の機能により、作品公式サイトやコンテンツホルダーの自社サイトから直接ユ

ーザーにコンテンツを販売・レンタルする、これまでにない機能を実現しました。こ

れにより作品に興味を持つユーザーに直接コンテンツホルダーが提供することが可能

になり、新たなビジネスチャンスを創出します。 

 

 

福利厚生、 

研修・教育体制 

■福利厚生 

・メンター制度 

・フリードリンク制度 

・サークル支援制度 

 

■研修・教育体制 

・新入社員研修、管理職研修、マネージャー研修 

・外部機関研修、特別セミナー 

・国内外カンファレンス参加 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

・自社サービスだからこそ、開発したものへのレスポンスを感じることができます。 

・新しい技術や環境などを積極的に採用し、技術者として新しいことを身に付けられる 

環境です。 

・開発マシンは Mac・Windows を選べ、入社した後は新入社員研修、メンター制度、

サークル支援、フリードリンク制度など働きやすい制度が整っています。 

・社内外の勉強会や国内外のカンファレンスへの参加も積極的に推進しております。ま

た東京オフィスメンバーとのミーティングのため、平均して月に 1 回程度は上京して

もらっています。 

・技術系イベントへのスポンサーも積極的に実施しています。 

仙台オフィスの

魅力 

・就業時間：10：00～19：00  

・所定労働時間：8 時間 休憩：1 時間 

 

当社では、チームワークを重んじる風土があります。社内は、社長を含めて誰とでも気

兼ねなく意見交換ができる、オープンかつフラットな雰囲気です。 

 

  

事業拠点は、東京と仙台の 2 箇所になります。社員は現在 20 代前半から 30 代前半の

社員がもっとも多く、平均年齢は 34 歳です。若手の社員が多いため、比較的自由で活

気のある職場です。また、GCP、Vue.js、Go など新しい技術も積極的に開発に採用し

ています。 

求める人材像 

・仕事を自分事に捉えられる人 

・多様性を尊重できる人 

・自分の志に向かってやりきるパワーを持った人 

・新しい技術、言語に対して抵抗のない人、興味のある人 

メッセージ 

私達は「快適なユーザー体験をもたらし、最適な映像流通を皆と創る」というミッショ

ンを掲げています。最適な映像流通には、届け手である私達がユーザーや制作者の橋渡

しとなり、自身が楽しいと思える映像を届ける事が重要です。日々失敗を恐れずに自ら

のワクワクに向かって仙台から日本中や世界とつながる Entertainment を創っていき

ましょう 
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⑨テクノ・マインド株式会社 

所在地 

[本社所在地] 

仙台市宮城野区榴岡一丁目６番１１号 

★「JR 仙台駅」東口徒歩３分 

★「地下鉄東西線 宮城野通駅」徒歩２分 

 
[仙台オフィス所在地] 本社所在地に同じ 

従業員数 ３７７人   （うち仙台オフィス ２６２人） 

ホームページ URL https://www.tmc.co.jp 

採用職種 システムエンジニア、カスタマーエンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

【創業 55 年。地域のＩＴ化推進と、更なる発展を目指します！】 

創業以来、急速に進化を遂げ続けてきた高度情報社会の先導役として、最新の技術を追

求し、地域の IT 化の推進に貢献してきました。近年のお客様の IT 環境は、IT をサー

ビスとして「利用」し、併せて、クラウドコンピューティング活用による「迅速なシス

テム構築」や「コスト削減」を強く求められる状況であり、高い品質でサービスを提供

し続けるサービスベンダーの必要性がますます高まっています。当社では、高機能、高

品質のプロダクトで次代の先端を走り、拡大し続けるスマートフォンやタブレットにも

呼応。Andoroid アプリの開発も手掛けるなど、時代とともに変化し続けるお客さまの

ご要望に対して付加価値の高いサービスを提供していきます。 

【事業内容】            

本社（仙台市）では、 

提案・設計・構築・運用・保守など全ての 

フェーズで、経験豊富な人材と確かな技術、 

堅牢なデータセンターによりワンストップの 

サービス提供を行っています。 

【自社の主な製品】 

 ★クラウドサービス 

  ◆自治体総合ｼｽﾃﾑ ◆図書館ｼｽﾃﾑ ◆被災者支援ｼｽﾃﾑ ◆消防団管理ｼｽﾃﾑ 

  ◆電子入札ｼｽﾃﾑ「efftis」 ◆校務支援ｼｽﾃﾑ 

 ★地域課題解決ソリューション 

  ◆グループウェア「杜の Office」 ◆巡回バス送迎ｼｽﾃﾑ「Omnibus」 

  ◆巡回介護業者向け支援ｼｽﾃﾑ「face2＋」◆音声ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ入力現場支援ｼｽﾃﾑ「Voin2 Field」 

  ◆介護事業所向け職員シフト管理サービス「咲く Saku」 
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福利厚生、 

研修・教育体制 

【入社後のメリット】 

★ステップアップをサポートする教育制度 

  内定者フォロー 懇談会、通信教育、メンター制度 

  新入社員教育  集合研修、職種別研修、パーソナルコーチ 

  社員教育    資格取得バックアップ  階層別社員研修 

★各種条件 

  ◆年間休暇 129 日(2020年)◆完全週休 2 日制 ◆産休・育休制度（取得実績あり） 

  ◆時短勤務制度 ◆資格取得制度 ◆社内クラブ活動 

  ◆楽天イーグルス・ベガルタ仙台・仙台フィルーハーモニー年間シート 

IT 人材にとって 

わが社で働く 

ことの魅力 

【入社 1 年目の意欲を、充実したサポート環境の中で育てます。】 

当社では先輩社員がパーソナルコーチとして 1 年間、OJT 指導を行います。新入社員の

皆さんは、仕事への大きな意欲とともに、さまざまな不安を抱えています。この大切な

１年間に、どんな些細なことでも相談できるパーソナルコーチから直接指導を受けるこ

とで、仕事への理解を深め、社会人としての基礎や専門知識を覚える事ができます。 

（原則として入社３年間は本社勤務となります。） 

【プログラマーからシステムエンジニアへのステップアップを実感できます。】 

①部分的な視野だけでなく、全体的な視野を持つことができます。 

②ユーザーへ直接働きかけができます。③要望を引き出すヒアリング力がつきます。 

④最新技術を学ぶことができます。  ⑤快適な環境で仕事ができます。 

仙台オフィスの 

魅力 

 

 

 

 

 

【地域貢献活動】 

 

 

【地域への貢献】 

広瀬川河川清掃・仙台すずめ踊りへの参加、地域大学との連携に

よる ICT人材育成など、地域貢献やクラブ活動が盛んです。 

求める人材像 

テクノ・マインドの新時代を創る 

「明るく 行動的で チャレンジ精神旺盛な方」 

地域課題解決に向けてともに模索し、事業創出する意欲のある方を求めています。 

メッセージ 

今年８月中旬（5 日間） IT 活用の新事業開発を実践してもらう「IT イノベーション 

チャレンジプログラム」を実施します。このプログラムは事業創出に向けた基本的な 

技術が習得できます。ともに学び、地域経済の活性化に貢献してみませんか？ 

【働く環境】 

★就業時間  8:30～17:30  

★従業員平均年齢 40.8 歳   

★平均勤続年数  17 年    

★平均残業時間 20 時間以内  

★自社ビルで安心・安全で   

      快適な職場環境  

 

 

 

【とあるｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱの一日】 

08:30 出勤 

10:00 ミーティング 

進捗確認 

12:00 昼食 

13:00 システム開発 

17:00 翌日の作業準備 

17:30 退勤 

 

★自社ビルで安心・安全で   

      快適な職場環境  
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⑩楽天株式会社 

所在地 

[本社所在地] 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号 

[仙台オフィス所在地] 仙台市宮城野区名掛丁 205 番地の 1 広瀬通 SE ビル 2F 

従業員数 約１７,０００人   （うち仙台オフィス １００人） 

ホームページ

URL 
https://corp.rakuten.co.jp/ 

採用職種 Web Application Engineer, Product Manager  

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

○事業内容 

楽天株式会社は、インターネットサービスを展開する IT 企業です。数十サービスを運営

し、海外展開も行っています。主力の EC マーケットプレイス 楽天市場や楽天トラベル

事業の他、銀行や株取引、クレジットカードなどのオンライン金融事業も運営していま

す。 

 

 

仙台支社にはシステム構築を行う開発、各種サービスの営業職などが在籍しています。

開発部では、楽天市場業務システム、楽天イーグルス関連システムなどのサービスに対

するシステムの提案、開発、保守運用を担っています。 

IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

楽天市場および楽天グループ各社の事業活動、オペレーション、またプロダクトを強化

するためのアーキテクチャー及びテストアプリケーションを計画・設計・開発・テスト・

デバックし、実装するのが主な役割です。また、プロダクトやサービスの高可用性を提供

するために、高品質なオペレーションを実行し、既存のアプリケーションを更新、改善

し、新しいテクノロジーや自動化を導入するような仕事も含まれます。 

 自社開発のサービスのため、「エンドユーザーにより良いサービスを提供する」仕事

に直接携わることができる 
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 世の中の激しい変化に対し、変化を恐れずチャレンジし続ける文化がある 

 様々な国から来た・様々な国にいる優秀なエンジニア達と切磋琢磨することができ

る 

 

仙台オフィスの

魅力 

○入社後のメリット 

■各種社会保険完備（厚生年金保険、健康保険、労災保険、雇用保険） 

■通勤交通費 

■社員持株会 

■スポーツ クラブ法人会員 

■ビザサポート 

■リロケーションサポート 

■社内託児所「楽天ゴールデンキッズ」 

■カフェテリア（朝食・昼食・夕食無料） 

■ライブラリ（個人学習スペース) 

■コンビニエンスストア 

■フィットネスジム「Rakuten Fitness Club &Spa」（有料） 

■ヘアサロン「Rakuten Salon」（有料） 

■ランドリーサービス「Rakuten Cleaning」（有料） 

■マッサージ＆鍼「HARI-UP」（有料） 

 

○仙台支社 

首都圏と比べ住みやすく働きやすい環境です。ゆったりと寛げるソファスペース、思わず横たわりたくなる

畳スペース、最新の可動式デスクや無料ランチは働くスタッフに快適な労働環境を提供します。更に、

仙台で就業したとしても、首都圏と同様の仕事、責任、給与を得ることが可能でありキャリア形成に役

立ちます。 

 

求める人材像 

基本情報処理知識、プログラミングスキルを有し、コミュニケーション力が高い方。 

楽天の文化に共感し、共に社会に変革をもたらすことに情熱を持てる方。 

成果を分かち合え、礼儀正しく、他人と上手く遊べる素養がある方。 

 

メッセージ 

キャリアとは足跡のこと、これからどのような軌跡を辿るのかを考えるときは期待と不

安でいっぱいだと思います。仙台にも楽天のような職場があることをお伝えし、楽天が

どのように社会に貢献しようとしているかをお伝えすることで、キャリアを考えている

学生さん達の一助となれば幸いです。 
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⑪株式会社エヌエスシー 

所在地 

[本社所在地] 仙台市青葉区国分町 1-6-9 マニュライフプレイス仙台 8F 

[仙台オフィス所在地] 本社所在地に同じ 

従業員数 １１５人   （うち仙台オフィス ９３人） 

ホームページ

URL 
https://www.nsc-inc.co.jp/ 

採用職種 システムエンジニア・ネットワークエンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

 

■エヌエスシーは、Network System Creator’s です 

1997 年の創業です。受託開発による事業の安定性とエンドユ

ーザー向けのソリューション販売を両立することにより、社

員の専門性に応じた様々なキャリアアップの機会を提供でき

る点を強みとしています。システム開発に止まらず、インフラ系や企画系、コンサル系

など様々な社員による協働のシナジーから価値を生み出し顧客満足につなげることを

重視しており、様々な価値が集う“面白い会社”づくりを目指しています! 

■IT による「面白い会社」として成長しています 

 エネルギー企業グループを中心としたインフラ事業、金融機

関、国立・私立大学、大手小売向けのシステム開発、ネットワ

ーク構築を事業の基盤としています。同時に、小規模事業者向

けの販売管理システムの構築にも長年の実績を持っています。 

福利厚生、 

研修・教育体制 

■福利厚生 

各種保険（健康・厚生・雇用・労災）、厚生年金基金加入 

賞与年 2 回（※入社 1 年目は 1 回）、昇給年 1 回、通勤手当(50,000 円まで) 

「グリーン・パル」(福利厚生サービス)、社宅制度・住宅手当(規定による)あり 

休日：週休完全二日制(土・日)、祝日、夏休み、創立記念日、年末年始(12/29～1/4) 

休暇:有給(初年度 10 日(3 ヶ月目より 3 日))、特別休暇、育児休暇、介護休暇など 

■研修・教育体制 

ビジネスマナー(外部研修 2 日)、経験の有無を問わずプログラミング研修を 3 ヶ月。

すべて自社内で行います。その後は、OJT となります。メンター制度あり。 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

 

生活をしていて無くてはならない「もの」がたくさんあります。 

私たちは、直接手で触れたり、食したり、香りを嗅いだりといった「もの」の様な身近

な｢もの｣を扱ってはいません。 

安心・安全なくらしのために絶対に必要なシステムの開発、ネットワークの構築に携わ

っています。それらは、目に見えません。 

あることが当たり前すぎて、途絶えるとくらしに大きな影響を及ぼしてしまう「もの」

です。 

また、日常的に受けているサービスの維持・向上に必要な「もの」だったりします。 

こうしたことが、私たちのお仕事だったり、誇りだったりします。 

大きな会社ではありません。 

しかし、社会から必要とされる大きな存在になるべく、成長し続けています。 

仙台オフィスの

魅力 

広瀬通駅、青葉通一番町駅から徒歩 3 分、仙台駅から

歩いても 15 分程という通勤に便利な場所にあります。

さすがに、駅から雨に濡れずに…という訳にはいきませ

んが…。  

東北随一の歓楽街国分町にもすぐ行ける距離ですが、

私たちの会社の周りは、日本銀行仙台支店や肴町公園などがある静かで落ち着いた場所

です。 

マニュライフプレイス仙台というビルの8 階(最上階)に入居してお

り、1 階にはコンビニエンスストアもあります。銀行、郵便局も直ぐ

近くにあります。休み時間にちょっとした用事を済ませることも可能

です。 

求める人材像 

対話を重視しており、コミュニケーション力と創造性がある社員が活躍しています。 

プロジェクトに対し、チーム対応を基本としています。そのため、協調性も重視して

います。 

互いに課題解決に積極的に立ち向かうことによって、お客様から大きな信頼や高い評

価をいただくことにやりがいを見出しています。こうした価値観を共有できる人物を求

めています。                                                                                         

メッセージ 

<先輩社員から> 

IT ビジネスの世界は日々技術が進歩し、お客様の要望が多様化しています。そうした

困難にも柔軟に対応ができるよう、共に考え歩んで行きましょう。   <W・T>    

会社の親睦団体として｢社友会｣があります。仙台七夕花火の観賞会、芋煮会、忘年会な

どのイベントも行われています。(参加は希望制)。          <M・T>   
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⑫東杜シーテック株式会社 

所在地 

[本社所在地] 仙台市宮城野区銀杏町 31-24 

[仙台オフィス所在地] ※本社を含む 3 拠点が仙台にあります※  

(Fish&Robo Base) 仙台市宮城野区宮千代 3-9-3 (泉.Office) 仙台市泉区泉中央 4-15-7 

従業員数 １００人   （うち仙台オフィス ９０人） 

ホームページ

URL 
http://www.tctec.co.jp/ 

採用職種 システムエンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

○事業内容 

■最先端技術「AI」を用いた自社製品開発 

■情報システムの研究・試作から設計開発まで、ソフトウェア全般に対応 

（開発例） 

・AI×超音波エコー画像による、魚の雌雄判別装置(自社製品) 

・AI×画像処理技術→欠陥検出システム、三次元計測、ロボット制御、顔変換など 

・4K、8K の映像編集ソフトウェア 

・宇宙空間にある衛星を地上から管制するシステム 

・自動運転用のソフトウェア 

・半導体製造装置のソフトウェア 

・カーナビ・カーオーディオなど車載組み込みシステム など 
 

○自社製品 

「魚の雌雄判別装置」（商品名称:Smart Echo） 

 超音波エコー画像を用いた AI 技術で魚の白子・ 

魚卵を自動判別する装置です。 

2019 年「みやぎ認定 IT 商品」に選ばれました！ 

福利厚生、 

研修・教育体制 

○入社後の教育・キャリアパス 

・内定者フォロー 

・新人研修 入社後新入社員研修(2 ヶ月)、OJT 研修(6 ヶ月～1 年) 

・階層別研修 2 年目～定期的にスキルアップの外部研修あり。 

・役割別研修 管理者研修、リーダー研修、女性社員向け研修など。 

社員一人ひとりの成長をしっかりとサポート。本気で臨めばホンキで応えてくれる職場です。 
 

○福利厚生 

 ・年に１度の社員旅行 (会社負担)、月に１度の懇親会 (一部会社補助) 

 ・各種イベント (お花見・BBQ・ビアガーデン・芋煮会・忘年会など) 

 ・定期健康診断、インフルエンザワクチン接種 

 ・資格取得報奨金 (最高８万円)、情報処理試験の受験料半額を補助。 

 ・健康増進援助金（禁煙援助金 2 千円/月 など） 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

組込みからアプリ、研究開発など、幅広い事業に携わっています。 

使用する言語も C 言語、C++と一般的なものから、MATLAB、Python など幅広く、「これを専門にし

ています」と限っていません。自社製品だけでなく、大手企業からの受託開発もしているので、さま

ざまな開発ノウハウも持っています。 

このようにたくさんの選択肢があるので、自分が得意とすることを、必要とされているところで活か

すことができます。 

また、IT エンジニアにとって大切な、新しい技術に触れられ、好奇心を揺り動かされる環境が身近に

あります。 

仙台オフィスの

魅力 

〇働く環境 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

○会社の魅力・雰囲気 

社内にはフリードリンク(お茶・紅茶・コーヒー)や常設のワインセラー、卓球台など 

おもしろい文化がたくさん！ 時には、社長がタラ鍋やカレーを作ってくれたり、 

魚をさばいてくれたり等...アットホームで楽しい職場です(^^) 

 

求める人材像 

大切なのは意欲と人柄です。文理は問いません！ 

・何事にも臆せず挑戦できる意欲的な方 

 ・論理的思考ができる方 

  ・人と人の和を大切にし、コミュニケーション能力のある方 

メッセージ 

 

 

○従業員平均年齢 33.6 歳 

〇月平均残業日数 11.9 時間 

○有給取得率 71.6 ％ 

〇男女比 8：2 

〇東北出身者 9 割（宮城 5 割） 

 

大きなモニター、広い個人机、自由に

使えるトレーニングマシーンやマッ

サージ器具など、作業に集中できる環

境が整っています。 

昨年度 社員旅行 会社で野菜を栽培 

懇親会で料理を振舞うことも！ 

社長お手製のはらこ飯 
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⑬エリクソン・ジャパン株式会社                      

所在地 

[本社所在地] 東京都港区東新橋 2-3-17 MOMENTO SHIODOME 

[仙台オフィス所在地] 仙台市宮城野区榴岡 4-2-3 仙台 MT ビル 17 階 

従業員数 ９７０人   （うち仙台オフィス 約２００人） 

ホームページ

URL 
https://www.ericsson.com/jp/ja/about-us/japan 

採用職種 IT エンジニア職 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

エリクソンは、世界の快適なモバイル環境を創り出したテクノロジー企業です。 

これまで 4 万件を超える特許技術を生み出してきました。 

私たちはそのテクノロジーをさらに進化させようとしています。 

誰もが簡単に利用でき、 

あらゆるものがインテリジェントで持続可能な繋がった世界を作ります。 

ニューヨーク証券取引所上場・経団連加盟 

1876 年北欧スウェーデンにて創立。 

世界の情報モバイル通信インフラを牽引する

グローバル ICT(情報通信技術)企業です。 

140 年もの間、移動通信や固定通信システム

のリーディングカンパニーとして、 

世界 180 カ国以上、1,000 を超える 

通信ネットワークを支えてきました。 

› 通信事業者およびエンタープライズ向けシステム・インテグレーション 

› 通信事業者向け運用・保守・スペアパーツマネジメント等の各種サービス 

› サービス：通信インフラ関連のサービス全般の提供 

› ネットワーク最適化等のコンサルティングサービス 

› 通信ネットワーク インフラソリューションの開発と提供  

› 5G、IoT、Cloud 関連インフラの開発・導入 

› デジタル TV 等メディアソリューション 

  

最新情報はこちらをチェック！→ → → 

https://www.youtube.com/channel/UCfxMM7D00NFFUJq3ZMxEKIQ 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

■仙台オフィス新設オープン  

仙台オフィスでの業務内容 

 

今年から日本でも始まった５G はこれまでの通信環境や私たちの生活を激変させていきます。 

今後の需要増に的確かつスピーディに対応し、よりよいサービスを提供するために、 

サービス拠点を 2017 年に仙台に立ち上げ IT エンジニアの積極的な増員を図っています。 

入社後は、いま話題の５G、クラウド、IoT 等の最新技術に携わりながら、 

次世代を担うエンジニアになることができます。  

このように私たちエリクソンなら日々の業務でモバイルソリューション全般を構築する重要な役割を

担う、やりがいのある仕事に携わることが出来ます！ 

これからも私たちはネットワークシステムの運用・構築・展開まで最適で、 

コストパフォーマンスの高いソリューションと製品を提供します。 

オフィスの魅力 

オフィスは仙台駅から徒歩 4 分の好立地。 

北欧調に設えられた広々とした社内は 

フリーアドレス。他部署とのコミュニケーションも

活発で風通しの良い雰囲気です。 

完全週休 2 日制、 

時にはコーヒーエリアで気分転換も大切です。 

テレワーク/フレックスタイム制度も充実。 

求める人材像 

世界最先端の通信技術でこの国の通信インフラを支えたいという想いのある方 

新しいことにチャレンジすることが好きな方 

海外のエンジニアとやり取りすることも多く英語でのコミュニケーションに抵抗のない方 

向上心があり、積極的に自ら学ぶ姿勢のある方  

メッセージ 

エリクソンであなたはエキスパートにもリーダーにも、あるいはその両方にもなれます！ 

サイバーセキュリティやマシンラーニング(機械学習)を活用し、 

スマート製造や鉱山の自動操業にも関わることができます。 

入社後は世界中にある私たちの様々なキャリアを通して 

自分の「すごいところ」を何度も見つけられるでしょう。 

そして、柔軟であなたに適した成長の機会を社内で見つけられる 

オープンな環境があることが、あなたの成長につながります。 
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⑭株式会社ラナエクストラクティブ 

所在地 

[本社所在地] 東京都港区六本木 7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI 7F 

[仙台オフィス所在地] 仙台市青葉区一番町 4-6-1 第一生命タワービル 19F 

従業員数 ４１人   （うち仙台オフィス ６人） 

ホームページ

URL 
https://www.ranaextractive.com/  

採用職種 フロントエンドエンジニア / バックエンドエンジニア / テクニカルディレクター / デザイナー 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

世の中の課題を、企画・デザイン・テクノロジーを掛け合わせたクリエイティブで解決することを目

指しています。ソリューションは、サイトや印刷物などの制作からメディア運営、ワークショップな

ど多岐に渡り、クライアントのパートナーとしてクリエイティブの観点から多くの事業開発に携わっ

ています。 

▼具体的な、課題解決のフロー 

①クライアントのみなさんが何を作ったらいいか分からない・何が本当の悩みなのかも分からないモ

ヤモヤした状態から相談を受ける！ 

②そのモヤモヤから、様々なバックグラウンドのメンバーの視点を掛け合わせることで本質的な課題

を抽出する！ 

③その課題をワクワクするような手法で解決するクリエイティブを制作！ 

また、自社で世の中の課題を解決するためのサービス・パッケージ開発もしています。 

  

福利厚生、 

研修・教育体制 

・有給/産前産後/育児/慶弔休暇 

・Birthday半休 

・フリーバカンス休暇制度 

・通勤手当 

・出張手当 

・子育て中出張サポート手当 

・健康診断(年 1 回) 

・インフルエンザ予防ワクチン接種の費用補助 

・家庭用常備薬の割引購入 

・保養施設/スポーツジムの割引利用 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

企業の事業創出やブランドづくり、東北をはじめとした地域の課題にデジタルだけに留まらないアプ

ローチで取り組んでいます。 

多様なメンバー、組織体、働き方、プロジェクトを内包しながらも、組織や職域などの間に壁はな

く、メンバーそれぞれが自主性を持って、日々ものづくりに向き合っています。 

既存の考えにとらわれず、想像を超えるモノ・コトを生み出したい方。ぜひお会いしましょう！ 

仙台オフィスの

魅力 

Web 会議システムなどを活用しながら、距離を感じさせないコミュニケーションを意識して日々やり

とりしています。 

また、仙台にいながら東京や京都のお仕事をしたり、互いに行き来をし合ったりなど、 

場所を超えて様々な仕事に関われる環境になっています。 

 

天気が良い日は海まで見渡すことができる、大きな窓があるオフィスです。 

決して広いオフィスではありませんが、広々とした席で仕事ができますよ。 

 

求める人材像 

フロントエンドエンジニア / バックエンドエンジニア / テクニカルディレクター 

・デザインとテクニカルを融合させて、素敵な作品づくりをしたい方 

・領域にとらわれず、柔軟な思考で考えられる方 

デザイナー 

・デザインへの興味／知識をお持ちの方 

・チームで高め合いながら、ものづくりがしたい方 

・新しいことへのチャレンジ、変化することに積極的な姿勢を持っている方 

・クオリティを高めたいという意欲の高い方 

メッセージ 

弊社では、メンバーが毎日気持ちよく働き、より良いパフォーマンスを発揮するため 

様々な制度やイベントを取り入れています。 

例えば・・・ 

「フレックス制度」 

12:30～17:30 がコアタイムです。（※アシスタント職は申請が必要です） 

「リモートワーク制度」 

毎週水曜日は、オフィスを離れて仕事をしても OK。 

 

誰かの提案から、「実験的に運用してみようか」と生まれるコトもしばしば。 

年齢や勤続年数など関係なしに、フランクに意見を言い合える風土があります。 

気になった方は、お気軽にオフィス見学にお越しください！ 
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⑮株式会社 Showcase Gig 

所在地 

[本社所在地] 東京都港区北青山１丁目２−３ 青山ビル 7 階 

[仙台オフィス所在地] 仙台市青葉区国分町 3-4-20 SEIWA BLDG.5F 

従業員数 ６９人   （うち仙台オフィス １人）／2020 年 1 月末時点 

ホームページ

URL 
https://www.showcase-gig.com/ 

採用職種 バックエンドエンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

「 次世代の消費行動を生み出すプラットフォームをつくる 」をビジョンに掲げ、2012

年に創業以来、一貫してリアル消費の領域にデジタルサービスを構築していくことに取

り組んできました。 

 

【仙台オフィスにおける事業内容】 

モバイルオーダープラットフォーム「O:der」のサーバサイド、 

及び Web/スマートフォンアプリの企画開発 

 

【Showcase Gig としての事業内容】 

■モバイルオーダープラットフォーム「O:der」の運営 

■デジタルサービス/スマートフォンアプリの企画開発 

■次世代 IoT 店舗開発 
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福利厚生、 

研修・教育体制 

▼Go!グローバル制度 （海外旅行時の費用一部負担） 

▼O:der 利用手当、省人化店舗視察手当  

▼定期全体懇親会の開催  

▼外部勉強会、セミナー参加のサポート 

▼結婚休暇＆お祝い金、出産休暇＆お祝い金、弔時のサポート 

▼開発環境アップグレード/チェア選択制度 

（希望する PC デバイス(キーボード・マウス等)、ライセンス、必要なエディタ等を購入可能。）  

 

条件面／福利厚生などは本社と同水準ですので、「首都圏ではなく仙台にいることが 

むしろ強み」として感じられる環境を作っていきます。 

IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

Showcase Gig は 2013 年に世界に先駆けてモバイルオーダープラットフォーム

“O:der”を生み出し、現在は未上場ながら、NTT ドコモ／JR グループ／三井住友カー

ドなどが事業パートナーに名を連ねています。 

日本を代表するインフラ企業とともに、これからの日本の実店舗消費体験変えるべく、

OMO（＝Online Merges with Offline）を実現する、次世代の店舗システムを創り

上げることができます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台オフィスの

魅力 

更なる開発体制の強化に向けて、ファウンダーの故郷である【仙台】に第二の拠点立ち

上げを行いました。その為、開発チームに立ち上げ初期のフェーズから参画できるだけ

でなく、仙台にいながら常に最新の技術や環境に触れ、第一線でスキルを磨くことがで

きます！ 

求める人材像 

■Showcase Gig のミッション／ビジョンに共感していただける方  

■自らの手で世の中を変えていきたいという熱い想いを持っている方  

■スタートアップで新しい価値や事業を生み出したい方 

メッセージ 

東北地方における若手 IT エンジニアの成長を支援する取り組みを積極的に行っていき

たいと考えております。一緒に仙台における IT・デジタル化を盛り上げていきましょ

う！！ 
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⑯パイオニアシステムテクノロジー株式会社 

所在地 

[本社所在地] 仙台市青葉区堤町 1-1-2 エムズ北仙台 

[仙台オフィス所在地] 仙台市青葉区堤町 1-1-2 エムズ北仙台 

従業員数 ２４５人   （うち仙台オフィス １０９人） 

ホームページ

URL 
https://jpn.pioneer/pst/ 

採用職種 開発エンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

カーAV/カーナビゲーションの組込みソフトウェア開発 

カーAV/カーナビゲーションのアプリケーションソフトウェア開発 

カーAV/カーナビゲーションの仕様作成 

ソフトウェアの検証、解析  及び ソフトウェア評価 

レーダー/カメラを用いた自動運転システムの開発 

            

福利厚生、 

研修・教育体制 

■福利厚生 

社会保険完備、持ち家助成金制度、退職金制度、確定拠出年金制度 

資格取得補助制度充実（受験料、報奨金 各種）、クラブ活動補助制度 

 

■研修・教育体制 

新人研修（ソフト研修）、階層別研修（3 年目、中堅社員） 

外部セミナー受講制度あり 

 

勤続年数や仕事内容に応じたスキルアップ研修や英語教育等、自己の成長をサポートする研修制

度も充実しています。また、1 年に 1 度、自身のキャリアプランについて上司と面談し、業務内容や

勤務地等を見直す機会を設けています。 
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IT 人材にとっ

てわが社で働く

ことの魅力 

■働きやすい環境で車業界が注目する技術開発を出来る 

私たちは「パイオニア株式会社」のグループの一員としてカーナビのソフトウェア開発をしています。 

国内だけではなく国外向けの製品も開発しており、高い世界シェアを誇っています。 

近年では、スマートフォン連携機能・車両連携機能・接続機器のワイヤレス化など、業界の最先端

機能を取り入れています。また、車業界で注目されている自動運転の実現に向けて、レーダーやカメ

ラのソフトウェアも開発しており、東北から世界へと技術を発信している企業です。 

 

仙台オフィスの

魅力 

■オフィス環境 

仙台本社の立地は仙台市営地下鉄南北線 北仙台駅出口に直結したビルで、 

通勤の利便性は抜群です。 

      

■働きやすさの魅力 

休日は年間 126 日で、残業は月平均 21 時間と少なめです。 

研修制度や福利厚生も充実しており、くるみんを取得するなど 

子育てと仕事の両立を支援している働きやすい環境です。 

従業員同士でも、疑問点や困りごとを即座に解決するための体制を 

構築している風通しのよい会社でもあり、20 代～40 代の幅広い層が活躍しています！ 

求める人材像 

車や音楽が好きな人、モノづくりが好きな人 

失敗を恐れず、チャレンジし続け、楽しむことが出来る人 

自ら考え、動き、仕事に夢中になれる人 

様々な物事に関心を持ち、相手の立場に立って配慮できる人 

チームワークを大切にし、先輩や仲間と仕事を通じて共に笑顔になれる人 

メッセージ 

「音楽が好きな人、車に関わる仕事がしたい人、モノづくりが好きな人」 

 

現在は、カーナビ・カーAV のソフトウェア開発

を中心とした業務内容ですが、自動運転を

始めとした先行技術の研究開発にも参画し

ています！ 開発者として新しいことを生み出

すことにやりがいや楽しみを見出せる人、見

出したいと思っている人と一緒に技術開発を

していきたいと思っています。                 

そんなチャレンジ精神がある皆さんとお会いで

きるのを楽しみにしております！ 

 



36 

⑰株式会社コー・ワークス 

所在地 

[本社所在地] 仙台市青葉区一番町 1-8-10 京成壱番町ビル 203 

[仙台オフィス所在地] 本社所在地に同じ 

従業員数 ３０人   （うち仙台オフィス ３０人） 

ホームページ

URL 
https://co-works.co.jp 

採用職種 
エンベデッド系エンジニア、メカトロニクス系エンジニア、システムエンジニア 

フロントエンドエンジニア、Web エンジニア、Web ディレクター 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

IT の技術とナレッジを軸としたモノづくり事業・コトづくり事業を展開しています。 

〔モノづくり事業〕エンジニア、マーケター、企画・運営、営業 

IT はもはや必要不可欠なものですが、しかしあくまで「ツール」です。本当に必要な

IT をご提案するのが我々の仕事です。弊社では様々な技術を持ったエンジニアが、様々

な働き方で活躍しています。 

●システム開発：ダム制御システムの開発、ソフトウェア開発（Web 系、組み込み系）、

インフラ構築（サーバ・ネットワーク構築） 

●ハードウェア開発：回路・基板設計、組み込み開発、メカ機構設計、プロトタイピン

グ、製品開発等 

●IT コーディネート：IT 活用に関するご相談に対し、必要に応じ専門的な知識やノウ

ハウを提供（IT コーディネーター10 名。（公財）みやぎ産業振興機構専門家派遣事業

登録専門家３名。） 

●IoT：これからインフラになる IoT の普及促進目指したプロダクトの開発、企画・運

営、営業活動 

〔コトづくり事業〕企画・運営 

東北の地方創生は、東北の企業で。当事業では、地域を活性化したいという「想い」に

ついて、IT というツールを使いカタチにするためのお手伝いをしています。具体的に

は、東北の自治体様と共に、地方創生に結びつく事業の企画・運営を行っております。 

●IT 人材育成、女性の働き方改革、移住プロモーション、若者等人材確保相談支援、イ

ンターンシップマッチング、 IT 企業地方誘致、その他情報発信に関する事業全般 

福利厚生、 

研修・教育体制 

福利厚生：健康保険、雇用保険、厚生年金、定期健康診断、確定拠出年金制度（希望者） 

教育制度：やりたいこと等、その方に合った形で必要に応じて実施。 

     （経済産業省推進資格である IT コーディネータの取得を推奨） 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

当社は東北・仙台に本社を置く SIer ですが、日本の某大手システム開発会社からスピ

ンアウトした人たちが、誰かの得意なことで、誰かの不得意を補いながら、各々が尖が

った強みを活かし、0 から 1 を生み出す企業をここ東北の地で作る。そんな思いで設立

し創業から 10 年経ちました。世の中にないのであれば、自分たちで作ってしまおうと

いう理念のもと、多岐に渡る事業を展開してきました。 

弊社は、年齢、性別、学歴、職歴、問いません。スキルセットとマインドセットが全て

です。自分の能力を最大限に活かしてください。また、プロジェクトごとに有機的にチ

ームを組みますので、互いの意見を思う存分ぶつけて質の高いものを生み出していきま

しょう。新しい「モノ」「コト」をこの東北の地から生み出し、日本、世界へ発信でき

る、そんなところが魅力の企業です。 

IT を軸に新しい・面白いことにチャレンジできることが最大の魅力です。 

仙台オフィスの

魅力 

仙台という街はまず非常に働きやすく住みやすいです。全てが程よく揃っています。ま

た、東北ということで雪を連想される方もいらっしゃると思いますが、東北でも太平洋

側はあまり雪は降りません。（ちなみにスキー・スノボは車で 30 分で行けます！）ま

た、産業面では最近起業家の育成にも力を入れており、若い人たちのアイデアや想いを

カタチにするのを助長するような組織・イベントが盛んに行われています。弊社は、そ

のような若手が、コー・ワークスという組織を踏み台にして羽ばたけるようなスキーム

を標榜しています。いわば社会という場を使った実地研修が出来る「社会の学校」のよ

うなものです。弊社でずーっと仕事するもよし。弊社から羽ばたいていくもよし。でも、

ここで培われた「信用・信頼」という名の絆は切れずに一生付き合っていく。そんな組

織を目指しています。 

求める人材像 

・普通とか当たり前という言葉が嫌いな人。 

・自分の強みを理解している人。そして何より弱みを理解している方。 

・何か突飛な一芸に秀でた方。 

・何事も万遍なくこなせることが自分の強みであると思っている方。 

・漠然とした自信がある人。 

・努力が得意な人。 

・未来こうなる！という確固たる信念を持っている。 

・相手の立場を理解し、同じ視点で考えることができる方。 

・モノづくりが好きで、とにかく色々なものを作ってしまう方。 

・出産や育児、介護などで一度仕事を離れたけれど、また復帰したいと考えている方。 

メッセージ 

自分の強みを活かして他者の弱みを補完する。それって楽しく仕事が出来ると思いませ

んか？そのために重要なのは、自分の“強み”だけでなく自分の“弱み”をも理解し、自ら

その事実を認めることです。コー・ワークスはそんなとんがった想いを持った人たちが、

面白いもの、世にないもの、０から 1 を作るような会社を、ここ東北で起こしたい、そ

んな人たちが働ける場を作りたい。そんな想いから起こした会社です。共感してくれる

方、一緒にここ東北を盛り上げ、ここからどんどん発信していきましょう！ 
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⑱イーストライズ株式会社 

所在地 

[本社所在地] 岩手県盛岡市大通 3-2-8 岩手金属工業会館 5F,6F 

[仙台オフィス所在地] 仙台市青葉区中央 2-2-10 仙都会館 6F,7F 

従業員数 １４４人   （うち仙台オフィス ２３人） 

ホームページ

URL 
https://www.east-rise.com/ 

採用職種 システムエンジニア・プログラマー 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

●テレワーク事業 

●システム開発 

●ニアショア開発 

（日本ニアショア開発推進機構加盟）（認定ニアショアベンダー東北２社目） 

●エンベデッドシステム 

●技術者派遣事業 

一般労働者派遣事業（派 03-300090） 

●コンサルティング事業 

福利厚生、 

研修・教育体制 

成長支援プログラムとして新卒者対象の６ヶ月にわたる育成教育工程を経てエンジニ

アとしてスタートします。 

福利厚生等自社独自のメリットとしては、若い社員への支援対策として、結婚一時金と

して１０万円を支給致します。更に、第三子目以降のお子さんが生まれた社員には一時

金として５万円を支給する等、若い社員の新しいスタートや家族への支援体制も手厚く

行います。 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

① 地元志向のエンジニアにとっては転勤もなく、仙台駅から徒歩５分での就労環境は

通勤に、After５に正に持って来いの最適な環境です。 

② 起業して７年目を迎える企業としてはしっかりとしたキャリア形成プランがあり

ます。自分の将来を見据えてじっくりと仕事をし、成長して下さい。 

③ TW 事業に従事する事で首都圏の魅力ある企業とのお仕事を仙台の拠点にいながら

直接することが可能となり、最新技術との接触も多く体験でき、その結果として IT

エンジニアとして不可欠な最新技術を習得する事が容易となり技術者としての成

長が大きく見込め、保有スキルの陳腐化を防げます！！ 

④ 中小企業としては東北～九州に掛けて７拠点と多くの拠点を有しておりますので、

希望するのであれば東北出身の方はショートステイで大分の拠点でお仕事をして

みて違った食文化や地域文化との交流から得られるエンジニアとしてのイマジネ

ーションの高揚に繋がるかも？（拠点は今後もさらに増えます） 

最後に、会社のさらなる成長と共にエンジニアとしての優良な待遇を得られます。 

仙台オフィスの

魅力 

・オフィスが広く、個人机も広いため、ゆったりと作業ができる 

・仙台西口近くにあり立地が良く通勤が楽！ 

・部活動や親睦会等社内行事が多く、社員同士の交流がある（自由参加） 

・先輩後輩年齢問わず仲良し！ 

・職場環境が良い 

・備品がキレイ 

・デュアルモニター 

・福利厚生がちゃんとしている 

・休みがちゃんとある 

・残業が少ない 

求める人材像 

・成長意欲のある人 

・素直で、人の話がきちんと聞ける人 

・技術力があるもの、常に技術を磨こうと努力している人 

・お客様、従業員、取引先その他大勢の人とのつながりを大事にできる人 

・地元で働きたい人 

メッセージ 

現在、個人の価値観は多様化し、雇用のあり方も変化しつつあります。 

東北、東日本地域で真面目にＩＴに取り組んでいる人のため、イーストライズは設立さ

れました。当社は、首都圏のシステム開発の仕事を着実に実施するニアショア企業とし

て、また、地元企業のＩＴシステム開発をサポートする企業として、社員とともに成長

していきます。 

イーストライズはＩＴを通じて顧客にＶａｌｕｅ（価値）を提供することにより、地域

活性化に貢献していけるよう努力してまいります。 
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⑲株式会社 SIG 

所在地 

[本社所在地] 東京都千代田区九段北 4-2-1 市ヶ谷東急ビル 8 階 

[仙台オフィス所在地] 仙台市青葉区中央 4-10-3 仙台キャピタルタワー4 階 

従業員数 ４００人   （うち仙台オフィス ２４人） 

ホームページ

URL 
https://www.sig-c.co.jp/ 

採用職種 
SE／PG 職（システムエンジニア／プログラマ職） 

NE 職（サーバ／ネットワーク／セキュリティエンジニア職） 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

システムインテグレーション 

＞情報システムに関する企画、立案、開発、保守 

ソリューション販売 

＞各種パッケージソフト及びハードウェア機器の提案と販売 

IT インフラソリューション 

＞クラウド・ネットワーク・セキュリティ製品の設計、構築、運用、保守 

セキュリティ 

＞セキュリティ対策ソリューションの提案と販売 

 

【仙台オフィス事業内容】 

さまざまな業種向けのシステム開発を中心としたソフトウェア開発事業と、官公庁や公

共、金融機関向けの NW・インフラ基盤構築及びシステム運用・情報セキュリティ対策事

業という 2 本柱で作業を行っています。本社や仙台を含めた拠点間開発も進めており、メ

ガバンク系列企業や業界最大手のお客様のプライム案件のシステム開発実績があります。 

福利厚生 

【社会保険】 

東京都情報サービス健康保険組合（TJK）、厚生年金保険、企業年金基金、労働保険 

 

【福利厚生倶楽部 RELOCLUB】 

従業員満足度向上の支援制度 

例）国内外保養施設、スポーツ施設、エンターテインメント、レストラン etc… 

 

【諸手当】 

役職手当、管理者手当、家族手当、世帯主住宅手当、時間外手当 など 

注）世帯主住宅手当は地域によって異なります。 
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研修・教育体

制 

 

 

【内定後からの教育について】 

内定後～入社前までは研修が数回あり、ビジネスマナーや入社前の心得について、入社手

続き、仮配属の勤務地通知等を行います。 

【入社後について】 

ビジネスマナー、基本的なプログラミングを学ぶ技術基礎教育、先輩社員が必ず 1 名付い

た OJT 教育、入社半年後のフォローアップ研修や新人発表会等があります。 

IT 人材にと

ってわが社で

働く 

ことの魅力 

① 大手取引先と深い信頼関係があること 

当社は様々な波をくぐり抜けて、技術力とノウハウを培ってきました。その中で大手企業

との長年の取引は、今日では深い信頼関係や安定に繋がっています。また、その取引で培

った経験やノウハウ技術を応用展開し、新規顧客の獲得に活かしています。 

② 全国に 9 つ拠点があること 

社員の希望の勤務環境を考慮し、UIJ ターン希望の社員についても、長く一緒に働ける環

境を整えていきたいと考えています。 

仙台オフィス

の魅力 

「復興に役立とう SIG！」をスローガンに、2013 年 8 月に仙台オフィスを開所し、仙台

を中心に東北地方の IT 事業の推進・活性化に貢献しようと活動しています。最近は、首

都圏や各拠点のメンバーと一緒に仕事することも多く、クラウドサービスや TV 会議など

を利用したリモート開発型の案件が多いです。地元（宮城）に拠点のある大手企業様の開

発業務も任せてもらえるようになり、宮城・東北を元気づけられるように社員一丸となっ

て頑張りたいと思っています。 

求める人材像 

★リーダーシップを持つ人 

★協調性の高い人 

★好奇心旺盛な人 

★根気強い人 

皆さんが「これだけは負けない！」 

「自信がある！」と思う自分の強みを、面接官に伝えることが大事です。 

メッセージ 

IT 業界に興味のある方、文理問わず大歓迎です！百聞は一見に如かず！ 

ぜひ一度当社のブースにお越しください。お待ちしております！ 

【仙台オフィス、採用担当一同】 
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⑳株式会社東日本技術研究所 

所在地 

[本社所在地] 茨城県日立市大みか町４－８－２０ 

[仙台オフィス所在地] 仙台市宮城野区榴岡５－１－１２ 仙萩ビル４階 

従業員数 ６５５人   （うち仙台オフィス ８０人） 

ホームページ

URL 
https://www.tounichi-g.co.jp/ 

採用職種 ソフトウェア開発技術者、インフラエンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

基幹系情報システム開発 

  自治体向け基幹システム,省庁向け基幹システム,製造業向け生産管理システム, 

  製造業向け基幹システム,流通業向け基幹システム,電力会社向け基幹システム他。 

インフラ構築・運用・保守 

  Linux,Unix,Windows サーバ設計・構築・保守、各種ネットワーク設計・構築・ 

保守他。 

制御系情報システム開発 

  半導体製造装置システム開発, 

通信網基地局向けシステム開発他。 

医療情報システム開発・販売 

  電子カルテ・画像ファイリング・オーダリングシステム等 

医療トータルシステム「e-j シリーズ」の開発・販売。 

内臓脂肪計測ソフト「Fat Scan」の開発・販売。 

エンベデッドシステム開発 

  自動車向け組込みシステム (エンジン制御,トランスミッション制御, 

車載カメラ自動運転制御,カーナビ,カーオーディオ他)。 

福利厚生、 

研修・教育体制 

【福利厚生】 社会保険完備、確定拠出年金、永年勤続表彰、福利厚生倶楽部加入、 

親睦会補助、同好会補助、社内報発行、全社交流会、社員旅行(沖縄) 

【研修体制】 新人研修（C 言語・Java）、ビジネスマナ－とセキュリティ、 

タイムマネジメント、ネイチャースキル、役員講話 

 

 

 

 

 

 

全社交流会             社員旅行            新人研修(新卒向け) 

 



43 

IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

「ジャンルにとらわれず幅広いＩＴ業務に携わり自己の成長を実感できます。」 

① 地域密着型の受注活動 

② ユニークな技術力を有する研究/開発型の企業としてニッチトップを目指す 

③ 常にベンチャー。新しい技術に挑戦しリスクを恐れない 

という特徴がありシステム開発に関する業務、インフラ構築作業に関する業務、 

運用保守等に関する業務等で様々な経験を積み技術的にも人間的にもスキル 

アップできる事が魅力です。 

仙台オフィスの

魅力 

仙台オフィスは榴岡駅に隣接しています。採用については原則地元志向で行っており、

仙台近郊や東北地区、又はＵＩＪターンにより首都圏や他の地方から移住されたメンバ

ーも多数在籍しております。 

【仙台の魅力】 

・各技術者は積極的に学びあい、能力も意識も高いプロを目指している。 

・各自の技術、分野の専門性を活かし、チーム・グループで仕事を行っている。 

・社内は明るく自由な雰囲気で一人一人の創造性を生かしている。 

・新人から所長まで風通し良い。相互信頼の高い職場を目指している。 

・仕事時間以外でみちのく同好会、サッカー同好会、ダーツ同好会のいずれかに 

 所属・活動し、心身ともにリフレッシュできる。 

・仕事以外でも各社員がふれあう機会も多く仕事面にプラスにはたらいている。 

   
みちのく同好会(楽天生命パーク宮城)         サッカー同好会           ダーツ同好会 

 
    仙台リレーマラソン参加        全社ボーリング大会            新人歓迎会 

求める人材像 

・技術者として活躍する強い意志がある方   ・成長のための努力ができる方 

・心地よい挨拶ができる方          ・健康管理ができる方 

・リーダーシップ・メンバーシップを発揮できる方 

メッセージ 

仙台オフィスはもう少しで設立２０年を迎えますが様々な困難を乗り越え現在８０名

体制となっております。私達がここまで成長できたのは、今迄ご支援を頂いた多くの

方々はもちろん、会社発展の為に努力してくれた社員がいるからであり、その恩返しを

していくことが、会社経営の基礎であると考えております。皆さんと一緒に更に羽ばた

く『東日本技術研究所』を創り上げたく、是非ご応募をお待ちしております。 
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㉑株式会社両毛システムズ 

所在地 

[本社所在地] 群馬県桐生市広沢町 3-4025 

[仙台オフィス所在地] 仙台市宮城野区福岡 4-2-3 仙台 MT ビル 17F 

従業員数 ９１７人   （うち仙台オフィス １４人） 

ホームページ

URL 
https://www.ryomo.co.jp/ 

採用職種 
IT エンジニア職（組込エンジニア、システムエンジニア） 

※仙台オフィスは組込エンジニアのみの募集となります。 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用… 可・不可 

事業内容 

【全社の事業内容】 

当社は、自治体や民間企業向けにソフトウェア開発、運用、保守を通じて、IT に係わ

る様々なソリューションサービスを提供しています。主に、自治体向けには住基・税・

福祉等の基幹業務、戸籍、財務会計に関するソリューションサービスの提供や、民間

企業向けには、エネルギー、製造、医療、流通等の様々な分野でソリューションサー

ビスを提供しています。なかでもエネルギー分野では、全国の都市ガス事業者の約

50％にご利用いただいています。 

【仙台開発センターの事業内容】 

・組込ソリューションを行っています。車載系組込ソフト 

ウェアの開発を主力とし、EV（電気自動車）、FCV（燃料 

電池車）、その先に位置する自動運転の開発などを自動車 

メーカーや部品メーカーと共に推進しています。 

福利厚生、 

研修・教育体制 

【教育体系】 

・新入社員教育（集合研修 3 か月後、各部門で OJT 教育を行います） 

・階層別教育（１～3 年目フォローアップ、中堅社員、次世代育成、管理職） 

・共通教育（プレゼンテーション教育、ロジカルシンキング教育、問題解決教育） 

・専門教育（データベース、ネットワーク、ソフトウェアエンジニア） 

【社内イベント】 

・労働組合活動（いちご狩り、マス釣り、バスツアーなど） 

・親睦会（新入社員歓迎会、新年会、球技大会、たけのこ掘りなど） 

・各種同好会（フットサル、テニス、スキーなど） 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

両毛システムズの事業分野は多岐に渡り、各分野で“社会のしくみ”を支える重要な仕

組みを手がけています。つまり、私たちの仕事は社会貢献度が高く、市民生活に密着

したところで重要な役割を担っています。その分、仕事のやりがいも大きいです。 

また、当社は創業以来、様々な分野で培ったノウハウを活かし、お客様にワンストッ

プソリューションを提供しておりますので、自分の力を活かすフィールドがたくさん

あり、それだけ成長の場が多いです。 

仙台オフィスの 

魅力 
 

・真新しいオフィスで、17 階に位置するため仙台市内を見渡せます 

・社員数もそれほど多くなく、かつ 20～30 代が多いため、風通しの良い職場です 

・春には花見、夏には BBQ、秋冬にはボーリング大会や忘年会など社内イベントが 

盛りだくさんのため、社員同士の仲が良いのが特徴です 

求める人材像 

・組み込みエンジニアに興味がある方 

・自動車に関連する仕事に興味がある方 

・失敗を恐れず、チャレンジ精神のある方 

・IT エンジニアとして付加価値の高いスキルを身につけたい方 

メッセージ 

組み込みシステムのスペシャリストとして自動車メーカーと共にクルマの未来を構

築しましょう！ 

クルマはただの車両ではなく、内部のシステムが連携し、新たな機能を生み出すこと

はもちろん、内部ネットワークの様々な情報は、交通システムなどの社会インフラと

通信技術で繋がって、都市の新たな価値を創造します。組み込みシステムの構築は、

未来のまちづくりにもかかわるクリエイティブな仕事といっていいでしょう。両毛シ

ステムズは、常に挑戦する姿勢で一歩先の技術を発想できるエンジニアを育て、ビジ

ネスの可能性を広げていきたいと考えています。これからの技術を共に考え、共に成

長していきましょう。 

 

 

 
AI 技術 

自動運転 

シミュレーション 

高速処理

IOT 
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㉒株式会社インフィニットループ 

所在地 

[本社所在地] 札幌市中央区北 1 条東 4 丁目 1-1 サッポロファクトリー1 条館 3F 

[仙台オフィス所在地] 仙台市青葉区国分町 3 丁目 1-11 定禅寺通スクエアビル 2F 

従業員数 １５６人   （うち仙台オフィス ２３人） 

ホームページ

URL 

https://www.infiniteloop.co.jp/ 

仙台支社 https://www.infiniteloop.co.jp/sendai/ 

採用職種 
スマホゲーム向けサーバサイドシステム開発エンジニア／スマホゲーム向けクライアント

システム開発エンジニア／web サービス・業務系システム開発エンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

スマホ向けゲームの開発（サーバ・クライアント） 

札幌本社と連携し、全国のお客様とスマホ向けゲームの開発を行っています。 

 

VR システムの開発 

ドワンゴ様との共同開発サービス「バーチャルキャスト」の開発に協力しています。 

 

業務系システムの開発 

Web システム一般の受託開発を行っています。 

福利厚生、 

研修・教育体制 

各種待遇 

360 度評価（相互評価制度）／賞与年 2 回（昨年度実績）／健康保険、厚生年金、労災保

険、雇用保険完備／定期健康診断／交通費実費支給（上限 32,000 円）、家賃補助制度、各

種手当／勤務地：仙台（転勤なし）／うまい棒食べ放題／社内自販機基本無料 

支援制度 

カンファレンス参加支援制度／チーム食事会サポート／技術書購入サポート 他 

教育体制 

 個々人の関心、指向を伸ばすため、支社独自に技術メンター制度を展開しています。数

時間程度の業務時間を利用し、新たな知識の習得を支援する取り組みです。 

 社内発表会を毎週開催しています。 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

 弊社が得意とするストラテジーゲームは、その特性上、web および DB サーバにアク

セスが集中します。プレイヤーに楽しんでいただくため、クラウドサービスを最大限活

用しつつ、最適なプログラムを実装するのが弊社の専門領域です。このことから、一般

的な業務系システム開発ではなかなか得られない「大規模高負荷環境」の経験を得るこ

とができます。また、直接お客様の反応を得られるのも魅力です。 

 全ての事業領域において、「よい開発」を常に意識しています。自動テストやコードレ

ビュー、CI のような、エンジニアが合理的に考えて適切な文化を常に取り入れ、改善

する努力を継続しています（当然のことですので殊更特筆するべきものではありませ

んが）。近年では PhpStorm（開発環境）の全社導入を行いました。 

 アウトプットや外部コミュニティとの交流を推奨しています。会社自身も、PHP カン

ファレンス仙台 2019 やオープンソースカンファレンスをはじめ、各種イベントのス

ポンサー、コミュニティへの会議室貸出などを行っています。 

 仙台市事業 GLS での学生の教育や中学生職場見学の受け入れなどを通して、エンジニ

アとしての方法で地域への貢献を行うことができます。 

 弊社の経営層は全員がエンジニア出身です。これからも、エンジニアにとって良い環境

を求めて改善を続けていきます。 

仙台オフィスの

魅力 

 勾当台公園隣の立地ですので、仙台の四季を満喫できます。また、昼食にも困りませ

ん。窓からは定禅寺通を一望できます。 

 基本無料の社内自動販売機、うまい棒、休憩コーナーなどがあります。 

 各種部活動が、ゲームをしたり炊飯をしたり、のびのびと自由に活動しています。 

   

求める人材像 

 プログラミングが好きな方、地元が好きな方 

 物事を徹底的にやりきる方、仕事を楽しむことができる方 

 弊社が主に利用するツール・言語は以下の通りです 

 PHP7+MySQL, Unity 

 GitHub, Redmine, Jenkins, Slack, Confluence, Maya, … 

 上記以外の言語(Go など)やツール群も、それが適切なケースであれば採用します 

メッセージ 

弊社は「最先端の最後尾を独走する」ことを社是としており、地域のエンジニアがやるべき

ことは何か、どのような貢献ができ、どのような生き方ができるのか、という課題に向かっ

て取り組んでいます。その根源となるのは技術力ですので、技術を楽しむことができる方を

お待ちしています。 

弊社は一言でいうと「エンジニアによるエンジニアのための会社」です。 
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㉓株式会社ユーメディア 

所在地 

[本社所在地] 仙台市若林区六丁の目西町 4-12 地下鉄東西線六丁の目駅徒歩 5 分 

[仙台オフィス所在地] 仙台市若林区土樋 103 地下鉄南北線愛宕橋駅徒歩 2 分 

従業員数 １４３人   （うち仙台オフィス 男性６５人、女性３８人 計１０３人） 

ホームページ

URL 

コーポレートサイト：https://www.u-media.jp/ 

採用サイト：https://recruit.u-media.jp/ 

採用職種 ・WEB プランニング ・WEB ディレクター ・フロント SE 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

【事業内容】 

コミュニケーションサポート事業・メディアプロモーション事業 

販売促進計画／人材採用 PR 計画／広報 PR 計画／地域・企業・学校コミュニケーション計画／印刷

媒体制作・企画編集／イベント・展示・映像・出版／広告制作・広告取扱い／デジタルメディアコン

テンツ制作／データベース構築／オンデマンド印刷 

【主な自主事業】 

 
グループ企業【（株）プレスアート】出版事業・セールスプロモーション事業 

グループ企業【（株）仙台シティエフエム】ラジオ事業・イベント事業 

福利厚生、 

研修・教育体制 

【福利厚生】 

健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金保険  各種保険完備 

従業員持株会、慶弔見舞金制度、保養施設、 

社内懇親会（ビアパーティー、ボウリング大会、社員旅行）など 

 

【研修・教育体制】 

内定者研修、新入社員研修、OJT 研修、若手社員研修、中堅リーダー研修、 

管理職研修、ナレッジマネジメント研修(名称：U-Lab.(ユーラボ)) 
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IT 人材にとって

わが社で働く 

ことの魅力 

【WEB・デジタルを中心としたプロモーション！】 

・働き方改革を意識したオフィス環境が充実！ 

・さまざまな職種と個性が同じ社内で集まり、たくさんのアイデアを生み出せる！ 

・地域のために新しいチャレンジができる！ 

【仕事の内容】 

・WEB 制作（ディレクション・デザイン・コーディング・システム開発） 

・WEB システム開発（PM・PL・SE・PG）※主に PHP を使った開発 

・WEB メディア（せんだいタウン情報 machico のコンテンツ配信・運営・管理） 

・WEB プロモーション（WEB 広告・SNS 広告・動画活用など） 

・WEB マーケティング（アクセス解析・ビックデータの活用など） 

・社内インフラ環境の整備・運用 

【若手も女性も大活躍！】 

仙台オフィスの

魅力 

私たちは、自身の仕事に取り組む時、常に 100％ 

あるいはそれ以上のパフォーマンスを発揮したいと考えています。 

そのため、社員がベストを尽くせる社内の環境・体制づくりにも努力を惜しみません。「新しい働き

方」を実践するための「働く環境」とは？ をテーマに、議論を重ね活動をしています。現在取り組

んでいるのは、スタンディングミーティングスペース、テレビ会議、クリーンデスクの実施等です。

今後さらなる進化を目指し、一人ひとりの社内環境改善意識の向上とともに、実践的な取り組みを続

けています。 

仙台・宮城で創業し、地域と共に成長してきたからこそ、コミュニケーションを大切にし、さらなる

信頼関係の構築を推進したいと考えています。 

求める人材像 

主体性をもって地域に貢献したい方を募集しています！ 

いま当社では、新卒入社の若きホープたちがとても元気です！ 

それに加え、キャリア採用で入社した様々な職種のメンバーが、各部門で活躍のフィールドを広げて

います。最高のチームで最高の仕事をするために、当社は、“求める人材像＝U-media・クォリティー”

として３つの項目を掲げています！ 

1. 挑戦し続ける DNA→顧客からの期待・新しい事業領域高い目標への挑戦 

2. 達成への全力コミット→目標達成への強い意志と行動 

3. オープンマインド&リスペクト→開かれたコミュニケーションと尊重し合う関係 

メッセージ 

私たちはお客様の想いや、地域の抱える課題の解決策を、具体的なカタチにします。 

そのカタチが地域の活力となり、お客様にとって、地域にとって、より良い未来に発展するものとな

りますように。 

そのために、私たちは全力で事業に取り組んでまいります。 

私たちは「おもいを、カタチに。みんなを、ゲンキに。私たちのすべては、その実現のために。」をテ

ーマに、これからも新たな挑戦をしてまいります。 
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㉔株式会社アクセル・モード 

所在地 

[本社所在地] 東京都中央区新川 2-20-5 NEO ビル 6F 

[仙台オフィス所在地] 仙台市青葉区中央 2-10-1 第二勝山ビル 2F 

従業員数 ９６人   （うち仙台オフィス １８人） 

ホームページ

URL 
https://www.axcel-mode.co.jp/ 

採用職種 システムエンジニア、デザイナー 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

◯事業内容 

・クラウドサービス事業 ※ 

・IT システムコンサルティング事業 ※ 

・IT システム開発事業 ※ 

・デザイン&プロモーション事業 

※印は仙台支社でも行なっている事業です 

 

○自社サービス 

 働き方改革をサポートするクラウドサービス「sufure」を開発。グループウェアでの基本機能はも

ちろん、Web 会議や勤怠管理システム、チャットツールとも連動することができます。また Free プ

ランやクラウド円簿連携機能もリリースし、テレワークがより身近になるようサポートします。デザ

イン性にもこだわり、個人の好みに合わせて画面レイアウトが可能です。 

 他にもログイン情報（認証）情報を一元管理するクラウドサービス「Plammon」を開発しました。

こちらは登録したサービスをシームレスに連携させることが可能で、上記の「sufure」や「クラウド

円簿」と連携することができます。 

https://www.sufure.jp/ 

https://www.plammon.jp/ 

福利厚生、 

研修・教育体制 

---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 ■研修制度 

■残業手当（全額支給） ■休日出勤手当（全額支給）     ■社内表彰制度 

■福利厚生施設利用制度 ■年末年始・夏季休暇 誕生日休暇  ■育産休制度 

■テレワーク制度    ■時短勤務制度           ■完全週休二日制 

■時間単位有給制度   ■東京仙台交流補助制度       ■奨学金補助 

■ハッピータイム制度（定時 30 分前退勤可）         ■代休制度 

■交通費支給 月 50,000 円まで ■書籍代補助 月 10,000 円まで 

---研修制度--- 

■新卒教育（プログラミング技術研修、社会人教育、情報セキュリティ研修など） 

■現場に合わせた技術研修、OJT ■勉強会（資格試験対策、IT 技術など） 
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IT 人材にとっ

てわが社で働く 

ことの魅力 

◯多彩な開発業務 

自社が提供するクラウドサービスである「sufure」のシステム開発を始め、 

業務提携している(株)ブイキューブの Web 会議システムの開発・運用や、プロジェクト管

理システムの開発・導入、受発注在庫管理システムの開発など、多岐にわたったサービスや

技術に携わる事ができます。 

◯チーム活動 

人事部が存在しないアクセル・モードでは、採用活動や社内イベントの実施など、立候補

した社員達がチームとなって実施しています！その裁量はかなり大きく、企画立案から日

程・予算調整、実施までを入社 1・2 年目の若手メンバーが手掛けることも。 

「一緒に働くメンバーを自分で選べる！」「会社を動かす仕組みの活動に加われる！」 

と、なかなか好評なんです。 

仙台オフィスの

魅力 

◯オフィス紹介 

 壁一面に描かれた大きなウォールアート、おしゃれなカフェのような内装。 

そして、東京本社と仙台支社にはダーツマシンを完備！おもいっきり仕事したら 

仲間たちと思いっきり遊ぶ。アクセル・モードの楽しみの一つです。 

 

 

 

 

 

◯社員に嬉しい会社の制度（一例）  

【仕事は会社じゃなくて自分で管理！『ハッピータイム』制度】 

 当日分の仕事が終わってしまった場合、定時を待たずに早めに退社することが可能、とい

う制度。拘束時間を減らし、有意義に時間を使ってもらうことができます！もちろん、早く

上がった分給料から引かれる…なんてことはありません。 

【育休 & 産休の実績あり！】 

 時短勤務、産休真っ最中の社員（もちろん正社員です）が在籍中です。 

また、テレワーク制度も新しく始まりました。 

働きたいなら、場所も立場も選ばない環境がここにはあります。 

求める人材像 

・「やりたいこと」が明確にあって、それを具体的に説明できる人 

・様々なキャリアの可能性に挑戦したい人 

・自分の目標を達成するために周りを頼れる、逆に仲間の目標達成に協力を惜しまない人 

メッセージ 

2019 年は京都や逗子に新たなオフィスを展開、さらに子会社の株式会社アンドフラッグを

設立し業務拡大を続けております。 

アクセル・モードは、詭弁ではなく本当に、社員一人ひとりが会社を創っています。 

採用や教育、イベント運営等、会社の中核ともいえる様々な経験をしながら、キャリアを形

成していけます。 

それも一人ひとりが高い価値を生み出しながら、会社と共に成長していくという思いがある

からです。 
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㉕株式会社シムネット 

所在地 

[本社所在地] 仙台市宮城野区榴岡 3 丁目４−１ アゼリアヒルズ７Ｆ 

[仙台オフィス所在地] 本社所在地に同じ 

従業員数 ６４人   （うち仙台オフィス ５１人） 

ホームページ

URL 
https://www.simnet.co.jp/ 

採用職種 
Web アプリケーションエンジニア 

スマホアプリエンジニア 

文系採用 上記採用職種での文系の若者・学生の採用…可・不可 

事業内容 

仙台発『ペット × ＩＴ』 

シムネットはペット事業を軸に 

自社サービスを開発・運営する会社です。 

【主要サービス（一部）】 

 

みんなのブリーダー 

自慢の子犬を直接譲り渡したいブリーダーと、 

ブリーダーから子犬をご購入したいお客様を 

つなぐお手伝いをします。 

 

みんなのペット 健康専門店 

お客様にとって大切な“家族”であるワンちゃん・ネコちゃんが

健康で長生きをするお手伝いができるように、 厳しい安全基準

を設けて安全・安心なフードをお客様にお届けしています。 

 

ミテミテ 

ペット好き同士で楽しくコミュニケーションできる、 

そんな場所をミテミテは目指しています。 

 

福利厚生、 

研修・教育体制 

・新卒エンジニアには最大 6 ヶ月間の研修 

・メンターによる定期的な振り返りサポート 

・セミナー参加支援制度（オンライン/オフライン） 

・書籍購入/資格取得 制度 

・ドリンク無料（水、お茶、コーヒー等） 

・社内/社外勉強会開催 

・ペット用品の社割有     
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IT 人材にとっ

てわが社で働く

ことの魅力 

「雑味なしに、まっすぐ開発」 

仙台から全国へ、自社サービスの開発が行える会社です。 

【自社サービスの魅力】 

・技術選定を自分たちで行える 

・自分のアイデアがサービスに採用される 

・ユーザーからの直接レスポンスがあるのでやりがいを感じられる 

・クライアントがいないから無理な納期に追われることがない 

仙台オフィスの

魅力 

安定と成長の両立 

創業 19 年、9 期連続業績 UP 中、2020 年より新卒採用を開始 

純粋に働きやすい！！ 

平均残業時間：8.8 時間／月、平均年齢：33.5 歳、東北出身者：９割、男女比：5:5 

     

求める人材像 

・エンジニアリングを通じて、世の中に変化をもたらしたい 

・IT 技術への興味があり、モダンな開発に挑戦していきたい 

・自分の考えたサービスを多くの人に届けたい 

・チームで何かを作り上げるのが好き 

・サービス企画やビジネスモデルにも興味がある 

メッセージ 
 

 

2019 年に入社した新卒第 1 期生が順調に成長、彼らの開発した機能も少しずつ世に出

てきました。 

これからも企業の発展とともに社員が成長し続ける環境を整えていきます。 

少しでも不安に感じることがあれば、ぜひ気軽に相談してください。 

これからの未来を一緒に創っていきたい人、募集中です！！ 

 

 



 

 


