
佐賀市地域雇⽤創造協議会

合同就職相談会
求⼈内容⼀覧

開催⽇ 令和4年11⽉25⽇

場所 iスクエアビル５F セミナールーム
(佐賀市駅前中央1-8-32）

ほっと一息しながら
未来の仕事（IT人財）が

つながる場所
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諸注意

マスク着用を
実施しています

手指の消毒に
ご協力ください

ソーシャルディスタンスに
ご協力ください

定期的な換気を
おこなっています

・開催に際しては、”三密”対策を施した上で会場設営を行います。
・セミナー当日、発熱がある等少しでも体調に不安がある場合は、参加を見合わせていただきますようお願いいたします。
・参加の際は、マスク着用・入室時の手指消毒のご協力をお願いします。

37.5℃以上の発熱している方は参加をご遠慮ください。また、途中で体調が悪くなった方はスタッフまでお声がけください。
感染拡大防止のため、ご協力をお願いいたします。

ほっと一息しながら
未来の仕事（IT人財）が

つながる場所
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求⼈情報の⾒⽅
ほっと一息しながら

未来の仕事（IT人財）が
つながる場所
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1.会社概要
1-1.会社名：木村情報技術株式会社 
1-2.所在地：佐賀県佐賀市卸本町6-1 
1-3.代表電話番号：0952-31-3901
1-4.ホームページURL：https://www.k-idea.jp/

2.採用に関する問い合わせ先
人事総務部　採用担当 西地・田中・森　電話：0952-97-9491　メールアドレス：recruit@k-idea.jp

3.会社の事業内容
・人工知能(AI)活用事業及び人工知能サービスの研究・開発
・Web講演会運営・配信サービス「3eLive」及び収録・オンデマンド配信サービス
・ウェビナー情報一括管理システム「Biznar」の開発
・「Zoom」の代理店販売、ウェビナー支援サービス
・｢Remo｣ 会議システムの代理店販売
・オンライン学会運用プラットフォーム「KIT-ON」の運営・管理
・医薬品情報プラットフォーム「AI-PHARMA」の運営・管理
・医薬品業界向け出版及び研修コンサルティング事業
・サガン鳥栖スマホの販売とエックスモバイルの代理店販売
・他、各種システム・Webサイトの構築及び保守
 4.会社の理念やビジョン
 【企業理念】  
一、人に喜ばれることを判断基準として仕事を選び従事する  
一、志は高く、謙虚に、感謝と和合の精神を持って、人とお付き合いをさせていただく 

【ビジョン】 
グローバル社会において 常に新しいコミュニケーションツールを提供し続ける 想像力・提案力・サービス力・研究開発力を特長とした
IT企業をめざす

5.求人内容【中途】　※新卒は次ページへ記載
職種：法人営業／ＳａａＳ／ＡＩ／ライブ配信／福岡（正社員）

5-1.仕事の内容：
【ＡＩを活用したソリューション／ライブ配信サービス提案営業】
企業が抱える課題に誠実に向き合い、自社サービスを提案・運用する仕事です。
・新規のお客さまへのファーストコンタクト、ヒアリング
・自社サービスのＡＩシステム・ライブ配信イベントの導入提案
・ＡＩシステム導入後の運用支援
・ライブ配信イベントのコーディネート、アフターフォロー
※営業の割合（新規６：既存４）
一部業界に限られた商材ではないため、ご自身の発送次第で様々な業界へと提案していくことができます。

【映像音響オペレーター】
会場ロケハン、ネット回線のチェック、機材点検・準備、テクリハ、本番オペレート（映像切り替え、音声調整）、動画編集

5-2.必要スキル、経験など：
・新規法人営業経験がある方（有形・無形不問）
・提案書の作成し、提案した経験のある方
・基本的なＰＣ操作ができる方（ＥｘｃｅｌやＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔなど）

5-3.主な勤務地：福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１４－１６ 博多駅前センタービル１１Ｆ
5-4.転居を伴う転勤：なし
5-5.休日：土日祝日、夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、特別休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、看護休暇、慶弔休暇、
激甚災害特別休暇 他

5-6.休日数：122日※2022年
5-7.給与（月額）：270,000円〜350, 000円
5-8.その他手当：時間外手当、深夜勤務手当、休日勤務手当、宿泊手当、日帰出張手当・休日移動手当、海外出張手当、子供手当 等
5-9.通勤手当：上限50,000円※規定あり
5-10.自家用車通勤：可
5-11.ハローワーク求人：あり

- 求人情報 -
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5.求人内容【新卒】

職種：ITエンジニア(SE／PG)／ソリューション営業/ 映像音響オペレーター

5-1.仕事の内容：
【ITエンジニア(SE／PG)】
100％自社サービス開発のITエンジニア（システムエンジニア/Webプログラマー/インフラエンジニア）として
システムの設計、開発、検証、運用・監視・保守

【ソリューション営業】
1．ライブ配信イベントの運営・配信のコーディネート（ディレクション）、お客様へのサービス提案、社内調整
2．システム導入検討中のお客様への新規提案やシステム導入後のコンサルティング、フォローアップ

5-2.必要スキル、経験など：
5-3.主な勤務地：ITエンジニア(SE/PG)：佐賀・大阪／ソリューション営業：東京／映像音響オペレーター：東京
5-4.転居を伴う転勤：なし
5-5.休日：土日祝日(完全週休2日制)、夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、特別休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、
看護休暇、慶弔休暇、激甚災害特別休暇 他

5-6.休日数：122日※2022年
5-7.給与（月額）：
【佐賀】大学院230,000円 大学・高専専攻科210,000円 工業高等専門学校200,000円 短期大・専門学校195,000円
【大阪】大学院250,000円 大学・高専専攻科230,000円 工業高等専門学校220,000円 短期大・専門学校215,000円
【東京】大学院260,000円 大学・高専専攻科240,000円 工業高等専門学校230,000円 短期大・専門学校225,000円

5-8.その他手当：時間外手当、深夜勤務手当、休日勤務手当、宿泊手当、日帰出張手当・休日移動手当、海外出張手当、子供手当 等
5-9.通勤手当：上限50,000円※規定あり
5-10.自家用車通勤：可
5-11.ハローワーク求人：なし

6.求職者へアピールしたいこと
16期連続で黒字達成、地元の高成長Saas企業！
医療業界のライブ配信事業で業界売り上げシェアNo.1！
Web講演会運営・ストリーミング配信やAI（人工知能）を活用したシステム等
様々なサービスを医療業界から一般企業に広げ展開しています。
新事業としてメタバース・eスポーツ事業進行中！

7.求職者へ求めていること
当社は「always new idea」をモットーにさまざまな事業にチャレンジしています。
変化にスピード感を持って挑んでいく、そんな方の応募をお待ちしています！
“新しい 常識を生み出す面白さ “を私たちと一緒に手に入れましょう。

- 求人情報 -
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4.会社の理念やビジョン
・経営理念
「地域密着と健全経営」に徹し、地元金融機関として良質な金融サービスを提供し、業務を通じて地域社会の発展に奉仕します。
・ビジョン
第17次中期経営計画で目指す姿（R4.4〜R7.3：3ヵ年計画）

【目指す姿】
　このまちで、あなたと・・・
　〜金融の枠を超えて地域の価値向上を実現する銀行グループ〜
【中期経営計画に込めた想い】
　佐賀銀行グループの　“このまちであなたと・・・”の想いは不変です。
　これからもサステナブルな地域社会・経済の実現に貢献して参ります。

5.求人内容
職種：職種：システムエンジニア

5-1.仕事の内容：
【社内SE】自社業務のシステム開発や新サービス導入におけるシステム開発

5-2.必要スキル、経験など：
（必須要件）
 何らかのシステム開発や構築の経験を3年以上お持ちの方（新卒採用除く）
（歓迎要件）
・上流工程（企画・要件定義作成）のスキルも含めたPM経験者
・Java、C＃、Ｐｙｔｈｏｎ、ＣＯＢＯＬのいずれかの言語開発経験者
 ・アプリ開発の経験者（Ｗｅｂサービス、スマホアプリ、バックエンドシステム等）
・ＤＢ構築・管理の経験者（データウェアハウス、データマートの設計経験者）
・サーバー管理経験者
 ・ネットワーク、セキュリティ対応経験者 
 ・データサイエンティストの経験者
 ・クラウド環境での開発した経験

5-3.主な勤務地：佐賀市内（当行本社及び事務センターを想定）
5-4.転居を伴う転勤：現状なし。将来的には、福岡分室設置予定。一時的な現場経験を積む目的での異動の可能性はあります。
基本的には、佐賀市内にある本社及び事務ｾﾝﾀｰでの勤務となります。

5-5.休日：完全週休二日(土日) 
1週間連続休暇（年5日）、シーズン休暇（年3日）、リフレッシュ休暇（年4日）、　メモリアル休暇（年1日）、結婚休暇、出産休暇、
子育て休暇、介護休暇　等

5-6.休日数：121日
5-7.給与：
中途：年収400万円〜800万円（経験に応ず）
新卒：総合職　大学院卒・大卒 205,000円　短大卒・専門卒 185,000円
　　  地域総合職　大学院卒・大卒 195,000円　短大卒・専門卒 175,000円
5-8.その他手当：
残業手当あり：月平均残時間6.2時間　/　家族手当、保育手当、単身赴任手当、介護支援手当　等

1.会社概要
1-1.会社名：株式会社　佐賀銀行
1-2.所在地：佐賀市唐人二丁目７番２０号
1-3.代表電話番号：０９５２-２４-５１１１
1-4.ホームページURL：https://www.sagabank.co.jp/

2.採用に関する問い合わせ先
（中途） DI本部  千綿泰隆、平島和彦   ０９５２-３７-３６０７　tougou-db@sagabank.co.jp
（新卒者） 人事企画部  米沢未央理、重田貢二  ０９５２-２５-４５５６　sagin-recruit@sagabank.co.jp

3.会社の事業内容
・銀行業（預金受入、資金の貸付または手形割引、為替取引他）
・登録金融機関業務（県内唯一の第一地方銀行であり、県内主要自治体の指定金融機関）

- 求人情報 -
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- 求人情報 -

6.求職者へアピールしたいこと
【ビジネスカジュアル導入について】
・銀行員と言えば、常にスーツ姿をイメージされがちですが、システム部をはじめ、本部 行員は、ビジネスカジュアルを導入しています。
シャツ、パンツ、ジャケットにスニー カー等で勤務しています。（あくまでも不快感のない程度の服装は求められます）
【システム部の様子について】
・当行のシステム部の約半数は、中途採用者や協力会社からの派遣者です。中途採用者は、 10数名在籍していますが、途中退社の
実績はありません。協力会社の皆さんとも良好な 関係です。又、若い人材も多く、20代の行員も10数名在籍していますが、良好な
コミュ ニケーションを図れています。（システム経験のない若手行員の勤務志願も増え、営業店から異動した行員も数名在籍し、スキル
修得に励んでいます。）

7.求職者へ求めていること
銀行経営においてもＤＸ戦略をどう進めていくかは、大きな課題です。その中で システム開発の内製化は、重要視される分野であり、
そこで働くあなたは、最も注目される人材です。 
【求める人物像】 
・当行システム開発の内製化に向け、賛同し、自分自身の能力、スキルを存分に発揮していただける方 
・能動的に仕事に取組み、新しい開発手法についても前向きに取り組んでいただける方
・継続的に知識を取得しようとするマインドをお持ちの方 　
・当行での永年勤続とキャリアアップを目指してもらえる方

5-9.通勤手当：上限20,000円（月額）　社宅、寮からの通勤の便宜等を優先。 　　
5-10.自家用車通勤：可（交通機関利用が難しい場合、申請可能。）
5-11.ハローワーク求人：あり
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5.求人内容

職種：技術職、企画・営業職

5-1.仕事の内容：
（技術職）事業内容参照　
（企画・営業職）北部九州を中心に、日本全国の行政機関への営業。公募案件に係る企画書作成。

5-2.必要スキル、経験など：学芸員資格（文化財事業の場合は推奨） 
5-3.主な勤務地：佐賀県・福岡県
5-4.転居を伴う転勤：（場合により）
5-5.休日：日祝日、第2・4・5土曜、盆・年末年始休暇、その他特別休暇（慶弔、産前産後休暇、育児休暇など）
5-6.休日数：100日程度
5-7.給与（月額）：160,000円〜。固定残業代として月10時間を計上。上回る場合は別途支給。昇給は年1回、賞与は年2回。
5-8.その他手当：出張手当、役職手当
5-9.通勤手当：あり（距離に応じて）
5-10.自家用車通勤：（可）
5-11.ハローワーク求人：（なし）

1.会社概要
1-1.会社名：株式会社とっぺん
1-2.所在地：佐賀市鍋島町大字八戸3190-3 
1-3.代表電話番号：0952-28-7225
1-4．ホームページURL：https://www.toppen.jp/

2.採用に関する問い合わせ先
事業管理部、中尾・坂本、連絡先（reg@toppen.jp）

3.会社の事業内容
（文化財事業）
・3次元計測
・報告書作成支援
・レプリカ等作成

4.会社の理念やビジョン
「価値ある情報を多くのひとへ」 
貴重な文化財をデジタルデータで残す技術とともに、その価値を多くのひとへ届けることを社是とし、すべての工程をワンストップで
ご提供させて頂いております。近年は展示企画や映像制作、先端技術を活用したコンテンツ制作にも力を入れております。

6.求職者へアピールしたいこと
弊社では、文化的価値が高く、貴重な資料をそれぞれ適した最新技術等を使って記録・保存しています。またその情報は共有
財産と考え、多くの方へ様々な方法で発信し、魅力的な活用方法をご提案しています。
現地での記録作業から、コンテンツ作成、企画・提案書の作成など、業務範囲が幅広く、各人の個性、特性を活かし常に新しい
事にチャレンジしながら業務にあたっています。
スタッフの年齢層も広く、若手社員も最前線で活躍中です。

7.求職者へ求めていること
・「素直さ」
周囲の意見を柔軟に取捨選択して受け入れることができるか。
・「すぐやるか」
優先順位をつけながら、迅速にことにあたることができるか。
・「協調性」
社員とのコミュニケーションを図り、円滑に業務が遂行できるか。
・「やる気」
弊社の理念や取り組みを理解し、興味と感心を持って業務を行うことができるか。

- 求人情報 -

（コンテンツ事業）
・映像制作
・3DCG制作
・インタラクティブコンテンツ制作
・XRコンテンツ制作

（展示企画等事業）
・展示計画/企画/運営
・グラフィック制作など
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5.求人内容
職種：プログラマ、ネットワークエンジニア、クリエーター、営業

5-1.仕事の内容：
【プログラマ】CMSを利用したWEBサイトの構築やECシステム、スマホアプリ等の各種システム開発
【ネットワークエンジニア】ISPのバックボーン運用から、ネットワーク・サーバなどのインフラ設計、構築、運用まで一貫して担当
【クリエーター】WEBデザイン・コーディング・DTP等全般・撮影
【営業】自社商品（WEBサイト制作、ホスティング、ハウジングサービスなど）の提案を中心に、顧客に合ったサービス提供のため、
企画、調査からアフターフォローまで一貫したコンサルティング

5-2.必要スキル、経験など：
【プログラマ】PHPでのシステム開発経験
【ネットワークエンジニア】ネットワーク構築経験、サーバ運用経験
【クリエーター】WEBデザイン実務経験、HTML、CSSがソフト無しで組める方
【営業】営業経験（30歳以上は法人営業経験＋IT業界経験）

5-3.主な勤務地：佐賀県内
5-4.転居を伴う転勤：あり
5-5.休日：土日祝日、夏期達成休暇、冬期達成休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇
5-6.休日数：123日
5-7.給与（月額）：220,000円〜320,000円
5-8.その他手当：所定外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、家族手当、職種手当、役職手当
5-9.通勤手当：上限20,000円（規程による）
5-10.自家用車通勤：可
5-11.ハローワーク求人：あり

1.会社概要
1-1.会社名：株式会社ネットコムBB
1-2.所在地：佐賀市天神3-2-23
1-3.代表電話番号：0952-25-0300
1-4.ホームページURL：https://www.netcombb.co.jp/

2.採用に関する問い合わせ先
佐賀本店管理部　西村美香　recruit@netcombb.co.jp

3.会社の事業内容
・インターネットサービスプロバイダ事業
・サーバマネジメント事業
・ウェブ設計・開発事業
・システムインテグレーション事業
・デジタルコンテンツ制作事業
・Eコマース事業

4.会社の理念やビジョン
私たちはITのスペシャリストとして、お客様にいち早くビジネスチャンスをお届けし、きめの細かいサポートにより共に成功を分かち
合える事を目指します。

6.求職者へアピールしたいこと
私たちは『考える』ことを大切にしています。
電気、ガス、水道と同じくらい、私たちの生活になくてはならないインフラになったインターネット。弊社では、インターネットやネットワーク、
アプリケーション、WEBシステムをはじめ、ITに関する様々なサービスを展開しています。
IT、情報のプロフェッショナルとしてお客様が抱える課題を聞き出し、何を提案することがベストなのか、お客様の課題が解決するか、
しっかり考えてお客様に向き合っていきます。エンジニア、デザイナ、営業の各部署間で連携し、コミュニケーションを取り、成果に結び
つけていくことで、お客様への貢献はもちろん社員の成長や満足感、さらなる高みを目指した動きに繋げています。
自分が得意なことは仲間にレクチャーし、苦手なことは積極的に学びつつ得意な人からも教わる文化が根付いています。変化の激しい
IT業界で生き抜くために、私たちは考え、学び続けます。
社内制度に目を向けると、フレックスタイム制度を導入しているので、ライフスタイルや家庭環境に合わせて働くことができ、ワークライフ
バランスの向上や業務の効率化にも繋がっています。

7.求職者へ求めていること
IT、インターネット、パソコンへの興味をしっかり持ち、楽しんで仕事できる方。上昇志向がありご自身の将来のビジョンをしっかり描いて、
自発的に前向きに行動できる方。周囲との良好なコミュニケーションがしっかり取れる方。

- 求人情報 -
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5.求人内容 
※詳細については別途お問い合わせください

職種：ＩＴ技術者　
5-1.仕事の内容：プログラマーやシステムエンジニア、データサイエンティストとして、印刷会社ならではの発想に基づいた新サービスを
生み出しています。
5-2.必要スキル、経験など：
5-3.主な勤務地：佐賀(ＩＴ技術者コース希望の方は、佐賀県佐賀市の本社への配属となります)
5-4.転居を伴う転勤：なし
5-5.休日：日曜日、祝日、年末年始休暇（５日）、夏季休暇（３日）他に会社が定める休日（25日）
5-6.休日数：100日
5-7.給与（月額）：ＩＴ技術者共通（四大卒） 支給額（月給）157,600円　基本月額136,600円　諸手当(一律)／月21,000円
5-8.その他手当：
・家族手当（扶養家族数に応じて支給　※配偶者と第4扶養者まで、最高28,000円）
・役職手当（役職に応じて支給　　　　※15,000円〜100,000円）
5-9.通勤手当：通勤距離に応じて支給 ※最高15,000円まで
5-10.自家用車通勤：可
5-11.ハローワーク求人：あり

1.会社概要
1-1.会社名：福博印刷株式会社
1-2.所在地：佐賀市兵庫南4丁目22番40号
1-3.代表電話番号：0952-24-2366
1-4.ホームページURL：https://www.ding.co.jp/

2.採用に関する問い合わせ先
ビジネスソリューション事業部　最所真一　0952-24-2377 　shinichi_saisyo@ding.co.jp

3.会社の事業内容
・商業印刷／オフリン印刷・枚葉印刷・オンデマンド印刷・ダイレクトメール
・クリエイティブ／企画・ブランディング・デザイン・DTP・イベント運営
・Web／ホームページ制作・Webショップ運営・流通コンサルティング
・AI（人工知能）／AIモデル構築・モデル作成（機械学習）・画像解析（分類）
・マーケティング／SPプランニング・データ活用・リサーチ・ダイレクトマーケティング
・データベース／顧客DB・商品DB・画像DB

4.会社の理念やビジョン
 「情報の価値を追求する」　FUKUHAKU Vision21 ver1.0 
福博印刷は、人と企業と社会をつなぐ総合コミュニケーションカンパニーとして 「印刷を超える総合力（超印刷）」で新しい価値を創造
します。さまざまな電子媒体が増え、情報社会はハイスピードで展開しています。 しかし、情報発信の基盤となっているのは『人』であり、
形態は変化したものの、『人が人に伝える』というシンプルな構図は今も昔も変わってはいません。  福博印刷は、そんな情報伝達のコア
を何よりも大切にし、お客様のニーズに最大限応えられるよう、最新鋭の印刷設備や信頼性の高いシステムを構築し、それを駆使する社
員一人ひとりのスキルを高めてまいりました。  既存のサービスの枠を超えた展開が必要とされている今だからこそ、お客様の価値と魅力
を最大限に『伝える』縁の下の力持ちとして、新たな戦略を組み立てる福博印刷が力を発揮します。

6.求職者へアピールしたいこと
福博印刷は、創業以来印刷業を主な生業とし、お客様に対して印刷物を用いた情報発信のお手伝いをする事で成長してきましたが、
昨今のデジタル化の波は、紙媒体のみでは満足なご提案が難しくなった事から、県内印刷業の中ではいち早くIT分野と印刷とのメデ
ィアミックスに取り組み、現在では双方を融合させた新たな製品やサービスを提供しています。
この一翼を担う当社のＩＴ技術者は、プログラマーやシステムエンジニア、データサイエンティストとして、印刷会社ならではの発想に基
づいた新サービスを生み出しています。

7.求職者へ求めていること
①新卒・第2新卒の方
・新しいことにチャレンジしようと思う情熱と好奇心
・自分の考えを持ちつつ、周りの意見も尊重できる調和性
・困難な課題に直面しても、粘り強く取り組み続けるタフさ
②中途採用の方
(いずれかの経験をお持ちの方を歓迎します)
・Webサイト構築、プログラミングの実務経験のある方
・Webサイト構築の企画、プロジェクト運営の経験のある方
・基本的な統計解析のスキルをお持ちの方
・PythonなどによるAIモデル構築経験がある方
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