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　事業所名

　勤務場所エリア 　新潟市 　勤務場所市区町村 　中央区

　勤務場所

　雇用形態 　正社員 　雇用期間（正社員以外）　定めなし

　試用期間有無 　有 　試用期間 　3ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　400万 ～ 　580万

　転勤 　有(県内) 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　8:30～17:30 　残業時間 　15～20時間／月

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　有

　通勤手当 　有

　企業PR

　

　上限あり 月額:25,000円

【人のできない　　人のやらない　　世の中の為になること　をやる】
独立系の会社として自社の技術やノウハウ、自社ブランド製品を中心に、新潟から全国のお客様に「知的価値」を提供しています。
流通小売業の企業様向けのシステムソリューション事業や、最新技術を利用した電子マネーやモバイル事業と特化分野を持ち、さらに、新事業分
野のデータサイエンス事業へと、常に進化・挑戦を続ける会社です。
また、世の中の為になることをやるという考えの下、「標準化活動」にも積極的に取り組んでいる当社。
情報業界の技術向上を目指し 国内にとどまらず国際標準仕様などを策定し、最新技術の構築、普及等を?っています。
※活動内容詳細は、当社HPをご覧ください　

【社員の未来豊か・未来幸せのために】
ワークライフバランス推進にも積極的に取り組んでいます。
【各種認定】
◎くるみん認定・えるぼし（３段階目）認定（厚生労働省）／健康経営優良法人（経済産業省）／
スポーツエールカンパニー（スポーツ庁）／ハッピーパートナー企業（新潟県）　他
【自社取組・実績】
◎ノー残業デー実施（毎週水曜日）／アニバーサリー休暇
◎女性の育児休業取得／復職率　100％
◎男性の育休取得実績、短時間勤務実績あり
◎テレワーク　　　他

　会社駐車場あり　但し、利用者条件あり

　122日

　週休二日制（土日休）  その他会社カレンダーによる  ※祝日は年間３日程度出勤

　

県内転勤有（長岡）※但し、本人意向考慮

【その他手当・制度】
◎住宅手当補助、家族（子供）手当あり
◎資格取得支援制度　（受験料・当社ランクに応じた取得手当）
◎手が上がる公募制　
◎サークル活動費補助　
◎産学連携（長岡技術科学大学内サテライトオフィス設置）

【加盟団体】
◎キャッシュレス推進協議会　
◎クレジット取引　セキュリティ対策協議会
◎OPOS技術協議会　　他多数

【安心して働ける強固な経営基盤】
◎自己資本比率は90％以上を推移 　創業以来、黒字・無借金経営を継続中

　50万～100万　

【必要スキル】
◎システム開発経験　３年以上
◎システムエンジニア経験　３年以上
　　　※経験年数が満たない場合でも応相談
◎使用言語等は特に問いません

【こんな方を歓迎します！】
◎幅広いシステム開発に挑戦したい方
◎上流工程に携われる環境で成長したい方
◎１つの会社で腰を据えてキャリアアップしたい方
◎仕事は自社でやりたい方
◎新技術の習得、新事業分野にチャレンジ精神のある方

　株式会社ソリマチ技研

　明石1-7-17　ソリマチ第7ビル

　技術職(IT関連)

お客様の抱える問題に対して、コンサルティングを行いながらお客様に合ったシステムを構築。 その後のアフターサポートまで、トータルにサー
ビスを提供しています。
また、独立系として、お客様とは直接ビジネスを推進しています。

◆技術研究・開発◆
業界の先端技術をいち早く習得し、これらを利用した技術開発、研究および調査・分析などを行い、知的価値を提供します。世の中の仕組み改善
に貢献する仕事です。
○電子マネー関連ビジネス
○決済事業者・決済端末メーカー向けミドルウェア　　　　※国内シェア80%

◆ソリューション・開発◆
お客様のご要望を伺い、最適なシステム提案を行います。単なるコンピュータシステムに留まらず、企業全体に対する仕組みづくりのお伝いを行
う、コンサルティング的な要素を持つ仕事です。
○小売店ソリューション
○自社製品ソリューション　　～｢UNITE｣シリーズ ・ 施設予約サービス「nexres」 等～

◆ユーザーサポート◆
お客様に安心と信頼をご提供するため、システム導入前のサポートからシステム稼働後の保守サービスまで、ニーズに合わせたトータルサービス
の提供を目指しています。
○システムサポート
○コールセンター
○調査・分析

※あなたに応じた業務からスタート。　キャリアチェンジも可能です。
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　事業所名

　勤務場所エリア 　中越 　勤務場所市区町村 　長岡市

　勤務場所

　雇用形態 　正社員 　雇用期間（正社員以外）　定めなし

　試用期間有無 　有 　試用期間 　3ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　400万 ～ 　580万

　転勤 　有(県内) 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　8:30～17:30 　残業時間 　15～20時間／月

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　有

　通勤手当 　有

　企業PR

　

　上限あり 月額:25,000円

【人のできない　　人のやらない　　世の中の為になること　をやる】
独立系の会社として自社の技術やノウハウ、自社ブランド製品を中心に、新潟から全国のお客様に「知的価値」を提供しています。
流通小売業の企業様向けのシステムソリューション事業や、最新技術を利用した電子マネーやモバイル事業と特化分野を持ち、さら
に、新事業分野のデータサイエンス事業へと、常に進化・挑戦を続ける会社です。
また、世の中の為になることをやるという考えの下、「標準化活動」にも積極的に取り組んでいる当社。
情報業界の技術向上を目指し 国内にとどまらず国際標準仕様などを策定し、最新技術の構築、普及等を?っています。
※活動内容詳細は、当社HPをご覧ください　

【社員の未来豊か・未来幸せのために】
ワークライフバランス推進にも積極的に取り組んでいます。
【各種認定】
◎くるみん認定・えるぼし（３段階目）認定（厚生労働省）／健康経営優良法人（経済産業省）／
スポーツエールカンパニー（スポーツ庁）／ハッピーパートナー企業（新潟県）　他
【自社取組・実績】
◎ノー残業デー実施（毎週水曜日）／アニバーサリー休暇
◎女性の育児休業取得／復職率　100％
◎男性の育休取得実績、短時間勤務実績あり
◎テレワーク　　　他

　会社駐車場あり　但し、利用者条件あり

　122日

　週休二日制（土日休）  その他会社カレンダーによる  ※祝日は年間３日程度出勤

　

県内転勤有（新潟）※但し、本人意向考慮

【その他手当・制度】
◎住宅手当補助、家族（子供）手当あり
◎資格取得支援制度　（受験料・当社ランクに応じた取得手当）
◎手が上がる公募制　
◎サークル活動費補助　
◎産学連携（長岡技術科学大学内サテライトオフィス設置）

【加盟団体】
◎キャッシュレス推進協議会　
◎クレジット取引　セキュリティ対策協議会
◎OPOS技術協議会　　他多数

【安心して働ける強固な経営基盤】
◎自己資本比率は90％以上を推移 　創業以来、黒字・無借金経営を継続中

　50万～100万

【必要スキル】
◎システム開発経験　３年以上
◎システムエンジニア経験　３年以上
　　　※経験年数が満たない場合でも応相談
◎使用言語等は特に問いません

【こんな方を歓迎します！】
◎幅広いシステム開発に挑戦したい方
◎上流工程に携われる環境で成長したい方
◎１つの会社で腰を据えてキャリアアップしたい方
◎仕事は自社でやりたい方
◎新技術の習得、新事業分野にチャレンジ精神のある方

　株式会社ソリマチ技研

　中島6-2-21　ソリマチ第5ビル

　技術職(IT関連)

お客様の抱える問題に対して、コンサルティングを行いながらお客様に合ったシステムを構築。 その後のアフターサポートまで、
トータルにサービスを提供しています。
また、独立系として、お客様とは直接ビジネスを推進しています。

◆技術研究・開発◆
業界の先端技術をいち早く習得し、これらを利用した技術開発、研究および調査・分析などを行い、知的価値を提供します。世の中
の仕組み改善に貢献する仕事です。
○電子マネー関連ビジネス
○決済事業者・決済端末メーカー向けミドルウェア　　　　※国内シェア80%

◆ソリューション・開発◆
お客様のご要望を伺い、最適なシステム提案を行います。単なるコンピュータシステムに留まらず、企業全体に対する仕組みづくり
のお伝いを行う、コンサルティング的な要素を持つ仕事です。
○小売店ソリューション
○自社製品ソリューション　　～｢UNITE｣シリーズ ・ 施設予約サービス「nexres」 等～

◆ユーザーサポート◆
お客様に安心と信頼をご提供するため、システム導入前のサポートからシステム稼働後の保守サービスまで、ニーズに合わせたトー
タルサービスの提供を目指しています。
○システムサポート
○コールセンター
○調査・分析

※あなたに応じた業務からスタート。　キャリアチェンジも可能です。
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　事業所名

　勤務場所エリア 　新潟市 　勤務場所市区町村 　中央区

　勤務場所

　雇用形態 　契約社員 　雇用期間（正社員以外）　初回は、2ヶ月（試用期間）として、その後6ヶ月～1年

　試用期間有無 　有 　試用期間 　2ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　200万 ～ 　280万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間

　8:30～17:30　または　9:00～
18:00 
※短時間勤務希望については応
相談

　残業時間 　無

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　無

　通勤手当 　有

　企業PR

　

　上限あり 月額:25,000円

【人のできない　　人のやらない　　世の中の為になること　をやる】 
独立系の会社として自社の技術やノウハウ、自社ブランド製品を中心に、新潟から全国のお客様に「知的価値」を提供しています。 
流通小売業の企業様向けのシステムソリューション事業や、最新技術を利用した電子マネーやモバイル事業と特化分野を持ち、さらに、
新事業分野のデータサイエンス事業へと、常に進化・挑戦を続ける会社です。 
また、世の中の為になることをやるという考えの下、「標準化活動」にも積極的に取り組んでいる当社。 
情報業界の技術向上を目指し 国内にとどまらず国際標準仕様などを策定し、最新技術の構築、普及等を?っています。 
※活動内容詳細は、当社HPをご覧ください　 
 
【社員の未来豊か・未来幸せのために】 
ワークライフバランス推進にも積極的に取り組んでいます。 
【各種認定】 
◎くるみん認定・えるぼし（３段階目）認定（厚生労働省）／健康経営優良法人（経済産業省）／ 
スポーツエールカンパニー（スポーツ庁）／ハッピーパートナー企業（新潟県）　他 
【自社取組・実績】 
◎ノー残業デー実施（毎週水曜日）／アニバーサリー休暇 
◎女性の育児休業取得／復職率　100％ 
◎男性の育休取得実績、短時間勤務実績あり 
◎テレワーク　　　他

　駐車場は自己負担

　122日

　週休二日制（土日休）  その他会社カレンダーによる  ※祝日は年間３日程度出勤

　

　契約社員　（短時間勤務可）※時間給
初回は、２カ月（試用期間）として、その後６カ月～１年 ※正社員登用実績４名あり

【その他手当・制度】
◎資格取得支援制度　（受験料・当社ランクに応じた取得手当）
◎サークル活動費補助　
◎産学連携（長岡技術科学大学内サテライトオフィス設置）

【加盟団体】
◎キャッシュレス推進協議会　
◎クレジット取引　セキュリティ対策協議会
◎OPOS技術協議会　　他多数

【安心して働ける強固な経営基盤】
◎自己資本比率は90％以上を推移 　創業以来、黒字・無借金経営を継続中

　等級により支給

【必要スキル】
◎Windows関連知識
◎Office基本操作（Excel、Word、PowerPoint）
【あると尚良いもの】
◎システム関連、情報系の知識　　（例）情報系
◎SQL関連知識（SQL Server）
◎販売管理等の業務等

学歴・経験・資格：不問

【こんな方を歓迎します！】
◎長期で勤務を希望される方
◎育児と両立をしながら仕事をしたい方　　※同様の方が大勢働いています
◎短時間でも自分の能力を活かしたい方　※１日６時間以上の勤務をお願いしたいですが、相談可能です

　株式会社ソリマチ技研

　明石1-7-17　ソリマチ第7ビル

　事務職(オフィスワーク)

お客様の抱える問題に対して、コンサルティングを行いながらお客様に合ったシステムを構築。 
その後のアフターサポートまで、トータルにサービスを提供しています。

◆開発業務サポート◆
お客様向けシステムのご提案フォロー、導入支援等に関連する業務を行っております。
具体的には、以下のような業務を推進していただきます。
◎システムエンジニアのサポート（提案書や要件書等の作成更新）
◎各種手順書・マニュアル等の作成
◎事務作業（見積書・請求書の作成他）
◎その他　関連資料作成支援業務
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　事業所名

　勤務場所エリア 　中越 　勤務場所市区町村 　長岡市

　勤務場所

　雇用形態 　契約社員 　雇用期間（正社員以外）　初回は、2ヶ月（試用期間）として、その後6カ月～1年

　試用期間有無 　有 　試用期間 　2ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　200万 ～ 　280万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間

　8:30～17:30　または　9:00～
18:00 
※短時間勤務希望については応
相談

　残業時間 　無

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　無

　通勤手当 　有

　企業PR

　

　上限あり 月額:25,000円

【人のできない　　人のやらない　　世の中の為になること　をやる】 
独立系の会社として自社の技術やノウハウ、自社ブランド製品を中心に、新潟から全国のお客様に「知的価値」を提供しています。 
流通小売業の企業様向けのシステムソリューション事業や、最新技術を利用した電子マネーやモバイル事業と特化分野を持ち、さらに、新事
業分野のデータサイエンス事業へと、常に進化・挑戦を続ける会社です。 
また、世の中の為になることをやるという考えの下、「標準化活動」にも積極的に取り組んでいる当社。 
情報業界の技術向上を目指し 国内にとどまらず国際標準仕様などを策定し、最新技術の構築、普及等を?っています。 
※活動内容詳細は、当社HPをご覧ください　 
 
【社員の未来豊か・未来幸せのために】 
ワークライフバランス推進にも積極的に取り組んでいます。 
【各種認定】 
◎くるみん認定・えるぼし（３段階目）認定（厚生労働省）／健康経営優良法人（経済産業省）／ 
スポーツエールカンパニー（スポーツ庁）／ハッピーパートナー企業（新潟県）　他 
【自社取組・実績】 
◎ノー残業デー実施（毎週水曜日）／アニバーサリー休暇 
◎女性の育児休業取得／復職率　100％ 
◎男性の育休取得実績、短時間勤務実績あり 
◎テレワーク　　　他

　駐車場は自己負担

　122日

　週休二日制（土日休）  その他会社カレンダーによる  ※祝日は年間３日程度出勤

　

　契約社員　（短時間勤務可）※時間給
初回は、２カ月（試用期間）として、その後６カ月～１年 ※正社員登用実績４名あり

【その他手当・制度】
◎資格取得支援制度　（受験料・当社ランクに応じた取得手当）
◎サークル活動費補助　
◎産学連携（長岡技術科学大学内サテライトオフィス設置）

【加盟団体】
◎キャッシュレス推進協議会　
◎クレジット取引　セキュリティ対策協議会
◎OPOS技術協議会　　他多数

【安心して働ける強固な経営基盤】
◎自己資本比率は90％以上を推移 　創業以来、黒字・無借金経営を継続中

　等級により支給

【必要スキル】
◎Windows関連知識
◎Office基本操作（Excel、Word、PowerPoint）
【あると尚良いもの】
◎システム関連、情報系の知識　　（例）情報系
◎SQL関連知識（SQL Server）
◎販売管理等の業務等

学歴・経験・資格：不問

【こんな方を歓迎します！】
◎長期で勤務を希望される方
◎育児と両立をしながら仕事をしたい方　　※同様の方が大勢働いています
◎短時間でも自分の能力を活かしたい方　※１日６時間以上の勤務をお願いしたいですが、相談可能です

　株式会社ソリマチ技研

　中島6-2-21　ソリマチ第5ビル

　事務職(オフィスワーク)

お客様の抱える問題に対して、コンサルティングを行いながらお客様に合ったシステムを構築。 
その後のアフターサポートまで、トータルにサービスを提供しています。

◆開発業務サポート◆
お客様向けシステムのご提案フォロー、導入支援等に関連する業務を行っております。
具体的には、以下のような業務を推進していただきます。
◎システムエンジニアのサポート（提案書や要件書等の作成更新）
◎各種手順書・マニュアル等の作成
◎事務作業（見積書・請求書の作成他）
◎その他　関連資料作成支援業務



　求人票

11

　事業所名

　勤務場所エリア 　新潟市 　勤務場所市区町村 　中央区

　勤務場所

　雇用形態 　正社員 　雇用期間（正社員以外）　定めなし

　試用期間有無 　有 　試用期間 　3ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　400万 ～ 　580万

　転勤 　有(県内) 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　8:30～17:30 　残業時間 　15～20時間／月

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　有

　通勤手当 　有

　企業PR

【必要スキル】 
◎販促・企画・デザイン等の経験　   ３年以上 
　　　※経験年数が満たない場合でも応相談 
　　　※マーケティング実務経験等あると尚良い 
 
【こんな方を歓迎します?】 
◎デザイン力を活かしたい方 
◎マーケティング知識経験を活かしたい方 
◎１つの会社で腰を据えてキャリアアップしたい方 
◎仕事は自社でやりたい方 
◎新しい知識や技術の習得などに向けてチャレンジ精神のある方

　株式会社ソリマチ技研

　明石１－７－１７　ソリマチ第７ビル

　技術職(IT関連)

お客様の抱える問題に対して、コンサルティングを行いながらお客様に合ったシステムを構築。 その後のアフターサポートまで、トータ
ルにサービスを提供しています。また、独立系として、お客様とは直接ビジネスを推進しています。 
 
《マーケティング・販促企画》 
自社のサービス・製品に関する販促促進支援等に携わって頂きます。 
製品のカタログ作成・マニュアル作成・ホームページ作成など販促に関連する仕事です。 
また、マーケティングなどにも関わって頂きたいと思っています。

　

　上限あり 月額:25,000円

【　人のできない　　人のやらない　　世の中の為になること　をやる】 
独立系の会社として自社の技術やノウハウ、自社ブランド製品を中心に、新潟から全国のお客様に「知的価値」を提供しています。 
流通小売業の企業様向けのシステムソリューション事業や、最新技術を利用した電子マネーやモバイル事業と特化分野を持ち、さらに、
新事業分野のデータサイエンス事業へと、常に進化・挑戦を続ける会社です。 
また、世の中の為になることをやるという考えの下、「標準化活動」にも積極的に取り組んでいる当社。 
情報業界の技術向上を目指し 国内にとどまらず国際標準仕様などを策定し、最新技術の構築、普及等を?っっています。　※活動内容詳
細は、当社HPをご覧ください　 
 
【社員の未来豊か・未来幸せのために】 
ワークライフバランス推進にも積極的に取り組んでいます。 
【各種認定】 
◎くるみん認定・えるぼし（３段階目）認定（厚生労働省）／健康経営優良法人（経済産業省）／ 
スポーツエールカンパニー（スポーツ庁）／ハッピーパートナー企業（新潟県）　他 
【自社取組・実績】 
◎ノー残業デー実施（毎週水曜日）／アニバーサリー休暇 
◎女性の育児休業取得／復職率　100％ 
◎男性の育休取得実績、短時間勤務実績あり 
◎テレワーク　　　他

　会社駐車場あり　但し、利用者条件あり

　122日

　週休二日制（土日休）  その他会社カレンダーによる  ※祝日は年間３日程度出勤

　

県内転勤有（新潟）※但し、本人意向考慮

【その他手当・制度】
◎住宅手当補助、家族（子供）手当あり
◎資格取得支援制度　（受験料・当社ランクに応じた取得手当）
◎手が上がる公募制　
◎サークル活動費補助　
◎産学連携（長岡技術科学大学内サテライトオフィス設置）

【加盟団体】
◎キャッシュレス推進協議会　
◎クレジット取引　セキュリティ対策協議会
◎OPOS技術協議会　　他多数

【安心して働ける強固な経営基盤】
◎自己資本比率は90％以上を推移 　創業以来、黒字・無借金経営を継続中

　50万～100万　



　求人票
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　事業所名

　勤務場所エリア 　中越 　勤務場所市区町村 　長岡市

　勤務場所

　雇用形態 　正社員 　雇用期間（正社員以外）　定めなし

　試用期間有無 　有 　試用期間 　3ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　400万 ～ 　580万

　転勤 　有(県内) 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　8:30～17:30 　残業時間 　15～20時間／月

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　有

　通勤手当 　有

　企業PR

【必要スキル】 
◎販促・企画・デザイン等の経験　   ３年以上 
　　　※経験年数が満たない場合でも応相談 
　　　※マーケティング実務経験等あると尚良い 
 
【こんな方を歓迎します?】 
◎デザイン力を活かしたい方 
◎マーケティング知識経験を活かしたい方 
◎１つの会社で腰を据えてキャリアアップしたい方 
◎仕事は自社でやりたい方 
◎新しい知識や技術の習得などに向けてチャレンジ精神のある方

　株式会社ソリマチ技研

　中島６－２－２１　ソリマチ第５ビル

　技術職(IT関連)

お客様の抱える問題に対して、コンサルティングを?いながらお客様に合ったシステムを構築。 その後のアフターサポートまで、トー
タルにサービスを提供しています。また、独立系として、お客様とは直接ビジネスを推進しています。 
 
《マーケティング・販促企画》 
自社のサービス・製品に関する販促促進支援等に携わって頂きます。 
製品のカタログ作成・マニュアル作成・ホームページ作成など販促に関連する仕事です。 
また、マーケティングなどにも関わって頂きたいと思っています。

　

　上限あり 月額:25,000円

【　人のできない　　人のやらない　　世の中の為になること　をやる】 
独立系の会社として自社の技術やノウハウ、自社ブランド製品を中心に、新潟から全国のお客様に「知的価値」を提供しています。 
流通小売業の企業様向けのシステムソリューション事業や、最新技術を利用した電子マネーやモバイル事業と特化分野を持ち、さら
に、新事業分野のデータサイエンス事業へと、常に進化・挑戦を続ける会社です。 
また、世の中の為になることをやるという考えの下、「標準化活動」にも積極的に取り組んでいる当社。 
情報業界の技術向上を目指し 国内にとどまらず国際標準仕様などを策定し、最新技術の構築、普及等を?っっています。　※活動内容
詳細は、当社HPをご覧ください　 
 
【社員の未来豊か・未来幸せのために】 
ワークライフバランス推進にも積極的に取り組んでいます。 
【各種認定】 
◎くるみん認定・えるぼし（３段階目）認定（厚生労働省）／健康経営優良法人（経済産業省）／ 
スポーツエールカンパニー（スポーツ庁）／ハッピーパートナー企業（新潟県）　他 
【自社取組・実績】 
◎ノー残業デー実施（毎週水曜日）／アニバーサリー休暇 
◎女性の育児休業取得／復職率　100％ 
◎男性の育休取得実績、短時間勤務実績あり 
◎テレワーク　　　他

　会社駐車場あり　但し、利用者条件あり

　122日

　週休二日制（土日休）  その他会社カレンダーによる  ※祝日は年間３日程度出勤

　

　県内転勤有（新潟）※但し、本人意向考慮

【その他手当・制度】
◎住宅手当補助、家族（子供）手当あり
◎資格取得支援制度　（受験料・当社ランクに応じた取得手当）
◎手が上がる公募制　
◎サークル活動費補助　
◎産学連携（長岡技術科学大学内サテライトオフィス設置）

【加盟団体】
◎キャッシュレス推進協議会　
◎クレジット取引　セキュリティ対策協議会
◎OPOS技術協議会　　他多数

【安心して働ける強固な経営基盤】
◎自己資本比率は90％以上を推移 　創業以来、黒字・無借金経営を継続中

　50万～100万　


