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企業情報 業務内容 企業の特徴 求める人材像 担  当  者  ・  連  絡  先 採用学科 採用職種 ＯＢ／ＯＧ数 備　　考
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■企業名：株式会社アクシス
■本社：東京都港区西新橋2-3-1
           マークライト虎ノ門8F
■売上高：58.5億円
■従業員数：430名
■上場：東証スタンダード市場
■会社HP:https://www.axis-net.co.jp/

【エンジニアとしてお客様に寄り添ったシステム開発・提案】
上流工程から～下流工程までのトータルサポートを行っておりま
す。
・金融機関での業務システム開発
・公共機関へパッケージ導入、支援
・プロジェクトマネジメントとしてシステム品質向上　　　など

『金融業務ノウハウ』を武器に創業以来連続黒字経営を続け現在
は東証スタンダードに上場、成長・拡大を続けております。
「会社は社員のためにある。」をモットーに、全社員が働きやすい環
境づくりに注力し新卒入社3年目以内の定着率は90%を保ってきま
した。専門性を高めるチャンスが数多くあるシステム会社です。

文理問わずシステムエンジニアとして活躍した
い！という意気込みのある方を求めます。周囲と
協調して物事を進められる方。コツコツ取り組める
方。世の中の変化への柔軟性がある方。積極性
や向上心、コミュニケーション能力などヒューマン
スキルを重要視しています。

採用担当：石丸（いしまる）
電話番号：03-5501-1277
Ｅメール：saiyo@axis-net.co.jp

◆学科問わず
◆既卒可
◆留学生可

システムエンジニア、プログラマ、インフ
ラエンジニア

◆２０２２年度：0名（予定）
◆２０２１年度：0名
◆２０２０年度以前：0名
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◆企業名：アプリケーションアシスト株式会社
◆所在地：〒135-0032江東区福住1-13-7霜ビル1
◆資本金：1000 万円
◆売上高：55千万円
◆従業員数：38名
◆ホームページ：https://www.a-assist.co.jp/

１．システムの企画・提案
２．システム受託開発、運用、保守
３．「GeneXus」の教育プログラム提供
４.「GeneXus」ライセンス販売

◆定着率が高いのが自慢です。ライスワークバランスを大切にする
会社です。私たちは新時代の開発スタイルを身につけたエンジニア
集団で“設計力”に磨きをかけ上流工程に注力しています。常にク
オリティを追求し、お客さまの業務分析や要件調整にじっくり時間を
かけています。新しい高効率的の開発で、残業がほとんど発生しま

せん。（今年度実績 月平均13時間）

◆ホワイト企業で働きたい方
◆転職したくない方
◆プライベート重視の方
◆コツコツ長く働きたい方
◆しっかり研修したい方

◆採用担当：企画総務部　山口あゆみ
◆電話番号：03-5639-6211（070-7471-1841）
◆Ｅメール：saiyo@a-assist.co.jp

◆学部問わず
◆既卒可
◆留学生不可

◆システムエンジニア ◆２０２２年度：0名
◆２０２１年度：0名
◆２０２０年度以前：0名

↓↓YouTube更新中！！
https://www.youtube.com/channel/UC4CZ
RXA4xqs1jlIVmIqxTfA
一度ご覧になってください。
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◆企業名：株式会社N.I.System
◆所在地：東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディ
ング
◆資本金：1,000万円
◆売上高：12千万円
◆従業員数：15名
◆ホームページ：https://nisystem.co.jp

◆基本設計、機能開発、検証
◆試験環境の設計と構築および試験の実施
◆システム開発、構築および保守運用

◆大手移動体通信会社の大型システムサービスの技術支援を
行っています。また、大手通信会社および、そのお客さまの社内外
システムの技術支援にも従事し、セキュアで高品質なサポート提供
しています。社員のスキルアップは特に重要視しており、社内外の
研修を実施し、各種の公的資格取得においては関連書籍、受検費
用なども支援しています。

◆責任感のある人
◆明るく、勤勉な人
◆向上心のある人

◆採用担当：池辺幸弘
◆電話番号：050-5434-9810
◆Ｅメール：ikebe@nisystem.co.jp

◆学科問わず
◆既卒可
◆留学生可

◆システムエンジニア
◆ネットワークエンジニア

◆２０２２年度：０名
◆２０２１年度：０名
◆２０２０年度以前：０名
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■企業名：株式会社サンウェル
■所在地：渋谷区初台1-47-3
■資本金：8,000万円
■売上高：17億2300万円
■従業員数：263名
■http:// www.sw-net.co.jp

■ソフトウェアの設計・開発・保守
■ネットワークシステムの設計・構築・保守
■コンピュータシステムの運用管理・保守

官公庁・銀行・鉄道など、様々な業界で使われる「業務システム」の
開発・運用に携わっています。創立以来、日立グループとの取引関
係が強く、社会に紐づく大規模プロジェクトにも数多く参画していま
す。ワークライフバランスも重視しており、働きやすい環境です。

■将来的に、上流工程（設計）業務ができる、資
質ある方
■コミュニケーション能力があり、意欲、達成志向
のある方
■明朗快活で、良好な人間関係を築くことができ
る、協調性のある方

採用担当：石井、入江
電話番号：03-5304-0300
Ｅメール：recruit@sw-net.co.jp

■学科不問
■既卒可
■留学生不可

■システムエンジニア OBOGはおりません
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◆企業名：株式会社システムイオ
◆所在地：東京都港区芝5-26-24　田町スクエア4階
◆資本金：10,000万円
◆売上高：228千万円
◆従業員数：161名
◆ホームページ：http://www.systemio.co.jp/

◆ 官公庁、企業向け業務システムやインフラ環境の設計・開発・導
入・保守、企業向け業務システムの受託ソフトウェア開発・保守、各
種ITソリューションのコンサルティング・技術支援・運用サポート

◆創業から30年以上、中央省庁や大手企業などのシステム開発に
携わってきました。2020年には親会社が上場し、成長を続けていま
す。スキルを磨くことはもちろんですが、お客様や仲間との距離の
近さを大切にし、一歩踏み込んだ「濃い仕事」で信頼を得ていま
す。コロナ禍でも会社全体のオンラインイベントを開催するなど、部
署や役職の垣根を超えた社員交流が盛んです。

◆進んでみんなの仲間になろうとする人
◆自分のスキルを磨く努力を惜しまない人
◆チャレンジすることを恐れない人
◆目標を自分で探そうとする人

◆採用担当：伊藤・水谷
◆電話番号：043-239-7250（千葉本社）
◆Ｅメール：info@systemio.co.jp
参加者：伊藤有里、水谷有沙
メールアドレス：info@systemio.co.jp（共有）
携帯電話番号：080-3270-7912（共有）

◆学科問わず
◆既卒可
◆留学生可

◆システムエンジニア（開発・インフラ・運
用保守）

◆２０２２年度：0名（予定）
◆２０２１年度：0名
◆２０２０年度以前：0名

6

◆企業名：株式会社ソルパック
◆所在地：東京都港区六本木4-1-4　黒崎ビル8階
◆資本金：10000万円
◆売上高：261千万円
◆従業員数：291名
◆ホームページ：http://www.solpac.co.jp

◆海外ソフトウェア製品の販売・導入
◆ERP導入に関するコンサル・開発・運用サービス
◆ビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）サービス
◆研修サービス（新人研修・SE研修・営業研修等）　等

◆私たちソルパックは ITで課題を解決し、
　 中堅中小企業のお客様に世界一「ありがとう！」をもらえる企業
を目指します

◆『ITが好きな人！』　『ＩＴで皆様の役に立ちたい
人！』
◆人間的に誠実でモラルが高い人
◆一生懸命に努力する人
◆夢を持ち続け一緒にチャレンジしてくれる人

◆採用担当：渡辺　南
◆電話番号：０３－３５８５－４１１３
◆Ｅメール：recruit@solpac.co.jp

◆学部学科問わず ◆システムエンジニア
◆営業
◆BPO（リーダー候補）
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■企業名：株式会社タウン・システム
■所在地：東京都中央区日本橋
茅場町1-13-21 ■資本金：1,000万円
■売上高：57千万円
■採用職種：プログラマ
■従業員数：52名（2023年4月見込）
■HP：https://www.townsystem.co.jp

◆システム開発事業
・大規模案件開発・中小規模案件開発・システム保守・自社ASP開
発・ITインフラ構築等
◆デザイン制作事業
ホームページ制作・バナー制作・パンフレット／チラシ制作等

◆誰もが知っている企業の基幹システムの開発に携わったり、自
社製品であるフィットネスクラブASP開発といった、とてもやりがいの
ある仕事があります！専門性の高い技術者が多数在籍していま
す。是非一緒にワクワクしながらスキルを磨いていきましょう！！

◆周囲とのコミュニケーションを大切にできる方、
コンピュータシステムに興味・意欲のある方、積極
的に最新のスキルと知識を習得し、粘り強く努力
出来る方を求めています！学歴や資格では判断
せずに人物本位の選考を行っています。

◆採用担当：土肥　明
◆電話番号：03-6667-0274
◆Ｅメール：soumu@townsystem.co.jp

◆学科問わず
◆既卒可
◆留学生可

◆プログラマ、ITインフラエンジニア ◆２０２２年度：0名（予定）
◆２０２１年度：0名
◆２０２０年度以前：0名

◆テレワーク制度
◆フレックスタイム制
◆誕生日休暇
◆健康優良企業「銀の認定証」取得済
現在も、その他のホワイト企業マーク取得に
向けて取組中です！
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◆企業名： 株式会社東京システム技研
◆所在地：東京都新宿区西新宿１－２１明宝ビル３F
◆資本金：１億円
◆売上高：２１億５４００万円
◆従業員数：157名
◆ホームページ：https://www.tsl.co.jp/

◆各種ソフトウェアの企画・開発・販売
◆スマートフォン・タブレット向けソリューション/パッケージソフトウェ
アの企画・開発・販売

◆東京システム技研の強み！
・約53年、お客様の課題をシステムで開発
・約１年研修あり
・事業所は新宿本社のみ
・東洋経済「平均年収が高い中小企業」ランクイン

◆コミュニケーション能力のある人
◆IT技術が好きな人

◆採用担当：清水　葉月
◆電話番号：03-3342-2651
◆Ｅメール：saiyo@tsl.co.jp

◆学科問わず
◆既卒可
◆留学生原則否

◆システムエンジニア ◆２０２２年度：0名（予定）
◆２０２１年度：0名
◆２０２０年度以前：0名
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◆企業名：株式会社バリューソフトウエア
◆所在地：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒル
ズMORIタワー21階
◆資本金：　 5,000 万円
◆売上高：　10億2千万円
◆従業員数：　70名
◆ホームページ：https://valuenet.co.jp/

◆ソフトウェアの受託開発、開発サービス
Webアプリケーション
スマートデバイスアプリ
パッケージソフト導入
オリジナルソフトウェア（特許取得）
◆クラウド環境構築
◆各種研究開発

◆全学部全学科、大学・専門問わず一律の給与体系
◆実力重視な評価制度
◆仕事もプライベートも大切にする社風
評価制度や勉強会、各種研修、社員表彰の導入等、社員の主体
性を尊重にしながら前向きに働ける環境があります。

◆ポジティブにものごとに向き合える！
◆常に「なぜ？」と考える！
◆主体的に行動できる！
そんな”ものづくりに対する熱い気持ちがある人”
を求めます！！

◆採用担当：中西紗織
◆電話番号：03-5777-5878
◆Ｅメール：recruit@valuenet.co.jp

◆学部学科不問
◆既卒可
◆留学生可

◆ソフトウェア開発技術者（プログラマー
／システムエンジニア）

◆２０２２年度：　0名
◆２０２１年度：　0名
◆２０２０年度以前：　0名

『次世代認定マーク（くるみん）取得』、『東
京都家庭と仕事の両立支援推進企業』、『港
区ワーク・ライフ・バランス推進企業』にも認
定されました！社員が気持ち良くヤル気を
もって作業できる環境づくりをいつも心がけ
ています。
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◆企業名:株式会社ベーシック
◆所在地：東京都新宿区高田馬場1-31-18
◆資本金：5,000万円
◆売上高：22億6,590万円（2022年第40期実績）
◆従業員数：170名
◆ホームページ：https://www.basic.co.jp/

◆システム開発、SI・ソリューション、プロダクト・サービス ◆入社後1年目は基礎研修＋ＯＪＴ研修でしっかり育成、基本的に
社内メンバーと同じチームでの仕事になるのでチームワークとコ
ミュニケーションを重視した環境で経験を積むことができます。
ただ手を動かすだけのSE集団ではなく、お客様の課題をヒアリング
し、課題解決にスキルや情報を駆使することを重要視しています。

◆情報系の勉強経験の有無は問いません
◆IT業界やSEといった職種に興味がある方
◆人と話すことに抵抗がない、むしろ仕事上のコ
ミュニケーションを重視している方
◆技術力を鍛え、それを武器に顧客対応をしたい
方

◆採用担当：宇佐美いつき
◆電話番号：070-2191-9478
◆Ｅメール：personnel@basic.co.jp

◆文理不問
◆既卒可
◆留学生可

◆システムエンジニア ◆２０２２年度：　0名（予定）
◆２０２１年度：　0名
◆２０２０年度以前：　1名

山口大学大学院理工学物理情報学科卒1名
在籍

採用職種は「システムエンジニア」のみです
が、技術者としてはもちろん顧客対応の経
験を積むことも可能です。
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