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技術と努力で笑顔がつくれる会社の
エスワイシステムへようこそ！
入社3年でプロジェクトリーダーへと成長したい！

そんな意欲ある未経験者を積極採用しています。
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Ｑ．どんなシステムを作っているの？

Ｑ．企業理念は？

本当に未経験者を積極採用しているの？
採用されても、SE・プログラマーとして仕事ができるか不安だし心配・・という声はよく耳にします。
しかし！エスワイシステムにいる社員の98％はIT業界未経験からスタートした社員ばかり。
新卒・中途とも、まずはプログラミング研修から始めます。必ずSE・プログラマーとしてデビュー出来ます。
ここまで言えるのも、25年以上の未経験者採用・育成を重ねてきた中で、
しっかりした教育・研修制度を確立してきたからこそ。
エスワイシステムで、あなたもゼロからITエンジニアを目指してみませんか？

社員がいつでも思い返して、仕事の基本を忘れないようにするために・・・。短い企業理念にしています。
社員みんなで真剣に話し合って決めたこの５つの企業理念に、私達の思いがすべて詰まっています。

エスワイシステムは、総合情報サービスをグローバルに提供する事で顧客満足を実現し、常に事業の発展と
ともに、業界・地域・社会への還元を図り、企業としての社会的責任を果たしています。
そのために、関係法令の遵守は勿論、企業活動を通して五方（お取引先様、従業員とその家族、株主様、業界、社会）を
始めとした携わる全ての皆様からの信頼を得て、企業価値を高めていくことを目指します。

 Principle ｜ 五方正義
 Service ｜ 顧客満足を実現する総合情報サービスの提供
 Efficient ｜ 高品質・低価格・高付加価値の追求
 Challenge ｜ 世界視野での斬新な挑戦
 Responsibility ｜ 業界・地域・社会貢献

1.グローバル製造業
ソリューション

2.社会情報インフラを支える
システム開発

3.アプリ開発

グローバルに活動する日本の製造業会にて様々な
総合情報サービスを提供しています。　
車を動かすシステム（車載ECU）やベルトコンベア
を動かすシステム、航空機を作る過程のシステムな
どさまざまなモノづくりの業界に関わっています。

情報インフラにおいては、社内システムや管理シス
テムなどの総合情報サービスを提供している他、
RPAのプロジェクトでは人工知能などの認知技術
を活用しオフィスの事務処理などの業務を自動化
することで、社会貢献につながっています。

モバイル端末においては製品提供などの総合情報
サービスを提供しています。
モバイルにて対応可能な決算アプリや、グループ
企業と共同で開発した営業管理アプリ（iContant）
介護系アプリ（フィールドプラス）等、全ての業界に
対して貢献しています。

社会インフラを支える企業および官公庁・地方自
治体へ向けての総合情報サービスを提供してい
ます。
ガス会社向けの送出監視システムや電力会社向け
の電力監視システム、銀行などの金融向けの管理
システムなど暮らしがより快適になる業界に関
わっています。
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新入社員研修（新卒/中途）

基本情報技術者試験勉強会

2年目研修

3年目研修

中堅社員研修（4年目以上/スペシャリスト）

女性社員研修（年1回）

セミナー受講支援補助金制度

新任管理者・リーダー研修

管理者・リーダー研修（年3回）

個人資格取得支援制度

若年社員向け
階層別研修
若年社員向け
階層別研修

管理者層
研修
管理者層
研修

役員面接

研修期間中
マッチングが
成立したら

正社員へ！

3カ月は
プログラミング研修を
社内で実施
=入社入社

3カ月2カ月1カ月

一次面接

筆記試験

Ｑ．プログラミング研修の内容が知りたい！ Ｑ．教育制度について知りたい！

社員研修ピックアップ

～IT業界未経験者でも安心！～
ITエンジニアのキャリアをスタートするのにタイミングは一切関係ありません。
現に当社では、【文系】【理系】【学歴】【年齢】【前職】一切問わず採用しています。
理由は、しっかりとした研修制度を完備しているから。
今、現場で活躍している社員も皆、同じく未経験からのスタートでした。
そんな先輩社員からのアドバイスや励ましを受けて、
新米ITエンジニアとしてのスタートを目指します。

【階層別研修として、年間20時間以上の豊富な社員研修が受けられます！】
当社は「IT業界で日本一の社員研修を目指す」ため、2008年より勤続年数や役職に応じた［階層別研修］を
導入しました。社員のスキルレベル＆役職に応じた階層別研修は、ヒューマンスキル向上を目指す講習と、
技術スキル向上を目指す講習に分かれています。キャリアアップに繫がる内容となっており、管理職や幹部に
なっても続いていきます。

● 新入社員研修
新卒は計6日間、中途は計3日間、ビジネスマナー
習得や開発工程を学ぶ研修を実施。基礎からしっ
かり学べます！

● ２年目・３年目研修
後輩育成およびマネジメントスキルを学ぶ幅広い
カリキュラムが用意されています。

● 中堅社員研修
4年目以上の様々な社員に適応するe-learning
研修を導入し、個々に見合った技術の講座を用意
しています。

● 管理者・リーダー研修
エスワイシステムをより良く発展させるため、経営
上の問題解決や中長期の経営ビジョンを共有する
等の、ハイレベルな研修や合宿を実施しています。
特に、年1回の合宿では、様々なテーマでのディス
カッションや創業者との徹底した質疑応答など、
楽しくも真剣に取り組んでいます。

内定者夏季研修（5日間）
内定者は全員、入社前に「プログラミング言語」の課題をマスターします。
※夏季研修以降は、自宅学習です。

内定式・冬季オリエンテーション（1日）
内定証書を授与します。当日は、管理職や先輩社員との懇親会もあります！

春季直前研修の開催（約1カ月）
4月から社会人としてスタートするためのビジネスマナー研修や
実践練習を社内で実施します。生活のリズムや社内の雰囲気に慣れ、
社員との親睦も深めていきましょう。

エスワイシステムに入社！

※入社後３カ月間にプログラミング課題をマスターします。 
※会社行事・社内イベントへの参加も可能です！

新卒採用  ～内定から入社までの流れ～

中途採用  ～内定から入社までの流れ～

8月

12月

3月

4月

充実した社員研修で更なるスキルアップが可能！
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育児休暇を取得後の復帰率は100％です！

Ｑ．女性積極採用について知りたい！

エスワイシステムで活躍している女性スタッフは全体の24％。数字にすると少ないと感じるかもしれま
せんが、実はIT業界では多いほうなのです。長期採用指針としても「女性比率を40％以上にする！」という
目標を掲げています。
そのため、社内の就業規則や新しい制度を導入する際は、まず「女性が働きやすいか？」という観点から検討
しています。まだまだ課題もありますが、これまでも、またこれからも、徹底的に女性スタッフたちみんなで
提案・実現していく予定です。

「女性採用比率を40％にする！」と宣言した以上、出産・育児を経て復帰する社員のサポートも万全でなけ
ればなりません。エスワイシステムでは、休職中も会社とのコミュニケーションを欠かさず、スムーズに復帰
できるように手厚いフォローアップを行っています。この結果、なんと育休取得後の職場復帰率は100％を
達成しています！
さらに、男性社員の育児休暇の申請を許可するなど、子育て世代へのフォローも万全に整っています！

エスワイシステムが
「名古屋市女性の活躍推進認定企業」
大阪府「男女いきいき・元気宣言」に認定されました！

名古屋市女性の活躍推進企業認定マーク

大阪府男女いきいき・元気宣言シンボルマーク

「女性比率40％以上」を目指します！

女性の働きやすい環境づくりに
つとめています。

育休取得済み社員インタビュー：中部事業本部3SEシステム部　Rマネージャー

「家庭」だけではなく、「社会」で生きていけるようになりたい。豊かな人生を歩みたいと強く
思い、復帰をしました。家庭と育児との両立は大変ですが、周囲の同僚が理解してくれて、フォ
ローしてくれたり、業務の調整に応じてくれたりしてくれるのが大きいですね。
自分でも、通勤時間などのスキマ時間を利用して仕事のメールを確認したりして、仕事に支障が
ないよう工夫しています。育休前よりも、時間の使い方が上手になりました。
時短でも、カッコいいプロジェクトマネージャーになれますよ！

Ｑ．エスワイシステム自慢の「人事評価」とは？

エスワイシステムでは、今後のステップアップとして「管理者コース」と「スペシャリストコース」の2つの
役職を用意しています。管理者コースは、部下を取りまとめて指導していくマネジメントタイプ、スペシャ
リストコースは、優れた技術力を後輩へ継承する専門職タイプ。
あなたは、どちらのコースを目指す？

● サーベイ導入
[組織診断従業員モチベーション調査]
職場環境のモニタリングを実施し、改善を行うこと
で社員満足度を高めています。

● 資格取得報奨金・手当制度
例えば、国家資格の基本情報技術者試験を取得した
ら3万円！！ 応用情報技術者試験を取得すれば毎月
手当支給など多彩な補助があります。（2019年現在）

● 3SEⓇレポート
プロジェクトにおいてのちょっとしたことでも
報告できるレポートがあり業務改善へとつながる
ことも！ また、プロジェクト情報も素早く営業へ
連携することができます。

● 自己査定／上司逆査定
年3回のコーチングの中で自分が自分の評価をす
る項目があり、より効果的に反映されます。また、
社員が上司の査定をすることも可能です。

当社のキャリアプランは２タイプあります。

他にもこんな人事評価が！

管理者インタビュー：関東事業本部3SEシステム部　A課長 →

管理者コースでは組織運営、社員育成、プロジェクト管理などの仕事を主に行います。
調整力、コーチングスキル、発想力など、求められる力は多岐に渡りますが、そのすべてにおいて
必要な土台は「人のために何ができるか」を求める思いです。
「人」とはお取引先様、従業員とその家族、株主等当社を取り巻くすべてのステークホルダーを
表します。「人のために何かしたい」という思いがある方はぜひ管理者を目指してもらいたい
です。「自分たちが組織を作っている」という事がとても実感できる仕事です。

スペシャリストインタビュー：中部事業本部3SEシステム部　Nシニアスペシャリスト

管理者は総合力が、スペシャリストは専門力が必要です。元々は管理者をしていましたが、
思い切ってコース変更しました。管理職自体はそれなりに楽しんでやっていたのですが、自分の
仕事を振り返った時に、100%自分でないと務まらない仕事でもないなと感じたんです。
経済が停滞している時代に成長していくためには個人としても組織としても「専門力」が大事
だと思います。自分の強みを活かし、自分にしかできない仕事で会社や社会に貢献したい。
その想いが強くなり、スペシャリストを志望しました。

株式会社オルグ（グループ会社）の社長に大抜擢！



● Office 365
マイクロソフト社のクラウドサービスです。最新のグループウェア
サービスと最新のMicrosoft Officeが使え、PCはもちろんスマホ
など、どんなデバイスからでもアクセスできます。

● ベネフィット・ワン会員
人生のあらゆるシーンでご利用いただける会員制割引サービス
です。サービス数は140万件以上、地域・世代間格差なく利用でき
ます。

● LINE WORKS
LINEおなじみのチャットやスタンプが使えるほか、掲示板、カレ
ンダー、アドレス帳、アンケートなど、仕事で活用できる充実した
機能を揃えた「ビジネス版LINE」です。

Office 365
Office

365
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Ｑ．福利厚生について知りたい！

エスワイシステムではワークライフバランスを進める様々な取り組みがあります。
たとえば「LINEWORKS・Offi  ce365導入」により仕事でスムーズな情報連携が可能になり、

「ベネフィット・ワン会員」でアミューズメント施設の割引で有意義な休日を過ごせたり…。
他にも、社員が快適に働けるよう様々なサポートを行っています。

● お子様と出勤できる制度
● ベビーシッター補助金支給制度
出勤に際しベビーシッターを利用した場合は利用料金の
一部を補助します！

● 子供の誕生日祝い金支給制度
お子様の誕生月に商品券をプレゼント！

海外法人設立だけでなく、韓国・ネパール・バングラデシュでの
国際採用を本格化させています。
また、過去にも中国・ベトナムでの現地採用を行っています。
その他地域でも、選考が着々と進行中。彼らの優秀さと意欲に
驚かされます。ポテンシャルの高い外国人社員と肩を並べて活躍
できるのも、エスワイシステムの魅力のひとつとなっています。

ワークライフバランスを進める取り組みがあります！

また、社員の意見から生まれた独自の制度があります。

外国人採用も実施しています！

Ｑ．エスワイシステムをもっと知りたい！

エスワイシステムでは、未経験からでも、やる気ある人材を短期間で
成長させるべく、レベルの高い仕事にどんどんチャレンジしてもらう
制度があります。

エスワイシステムでは、ひとり一つ以上の委員会に所属してもらいます。
社員みんなで会社をより良くするため「委員会活動」に参加することを
大事にしています。普段、仕事で接する事の無い社員との交流も深まり
ますよ。

・美化委員会　・エスワイ委員会　・書棚委員会　・広報委員会　・モラル委員会　・防災委員会　
・人材開発委員会　・個人資格取得委員会　・実践研修委員会　・日本語能力向上委員会　
・国際交流委員会　・安全衛生委員会　・新人サポート委員会　・歴史と文化委員会　
・グループウェア委員会　・査定改善委員会　・情報セキュリティ委員会

斬新登用で、優秀なITエンジニアへと育成します！

委員会活動とは？

未経験入社→グループ会社社長に抜擢されたNさんより
（株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー代表取締役社長）

「為せば成る」という言葉があります。斬新登用ではこの「為せば成る」を体験することができ
ます。 少し背伸びしたいあなたに、自分の殻を破るチャンスが訪れるのです。 
そして、こいつならできる！と、信じてくれた上司の勇気ある決断、 しょうがねぇなぁ！と、
フォローしてくれた温かい仲間との間に、感謝と感動のドラマがあるのです。 
まずは今、一歩踏み出してください。 全くの未経験の私にもできました。
一緒にやりましょう。あなたにもできます。

で、優秀なITエンジニアへと育成します！
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全体会議とは・・
社員全員が3カ月に1回集まる会議です！
内容は、 ①事業本部・委員会活動報告
 ②ディベートゲーム・講習会
私たちは、仲間同士でのコミュニケーションを何より
も大切にしています。そのため、私服参加もOKで、
リラックスした雰囲気の中、誰でもどんどん発言で
きます。
率直で、時には笑いもあるアットホームな会議です。
また、会議終了後、基本情報技術者試験の勉強会や技術講習会も行います。

Ｑ．社内イベントについて
　  知りたい！

エスワイシステムでは親睦会を設置しています。
社員は月々会費を拠出して、そこから各親睦行事・慶
弔金に利用しています。例えば毎年、猛暑が過ぎた頃
に、事業所ごとにバーベキュー等を開催しています。
かなり豪華な食材（主にお肉！）を目指してクイズ大
会や縄跳び大会をやったりと、楽しい企画が目白押し
です。なお、家族の参加も大歓迎のため、お子さんも
たくさん参加していて、とても賑やかです。

部活・同好会は、新入社員・内定者の参加も大歓迎！
アウトドア派からゲーム等のインドア派まで、趣味でがっつりやっているものから、
少しだけ興味があるという未経験者まで、参加資格は問いません。
先輩社員との交流にもなりますし、積極的なエントリーをお待ちしております！

社内イベント① [親睦会]

社内イベント② [部活・同好会]

夢は学校法人設立！
公共職業訓練校も運営しています。 

Ｑ．エスワイシステムの
　  CSR活動について教えて！

当社は15年以上前から社会貢献の一環として学生インターンシップの受入れに取り組んでおり、毎年200
名を超える大学生・専門学校生・高校生・中学生の就業体験を実施しています。 
IT業界のやりがいと楽しさの経験ができる中で、将来の就職活動にも役に立つカリキュラムにて開催して
います。 

当社は、2005年に公共職業訓練校「エスワイ・ITカレッジ」を設立。 
自治体の受託にて東京校と名古屋校を運営しています。 
プログラミングの授業を中心に実施し、2,500名を超える卒業生をIT業界に輩出しています。
また、長期計画として学校法人の設立も検討しています。 

インターンシップ

● 大学生・専門学校生向けインターンシップ・カリキュラム
  （10日間コース）の一例 
内容は、初心者OKの業務体験型インターンシップを実施。 
既存のショップWebサイトをお客様の要望に応じてリニュー
アルする作業を、 4人1組のグループワークにて実施。 
他にも、現役SEとの交流会も実施します。 IT業界には興味が
あるけど、自分が出来るかどうか心配…という方にこそ来て
ほしい！
文系・理系は問わず、どなたでも参加できるカリキュラム
です。 

全体会議を開催しています。


