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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 　6ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　304万 ～ 　435万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　9:00～18:00 　残業時間 　5～10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

　東京アプリケーションシステム株式会社

　駐車場あり（一部負担2～3千円）

　財形・厚生年金基金

☆事業拡大の為の募集です。

☆表彰制度有！　社員表彰、資格報奨金、年度末賞与など

☆家族参加型親睦会を定期開催しています！

☆就業時間のご希望がある方は、遠慮せずに相談下さい。



※新潟県ハッピー・パートナー企業として、仕事と家庭が両立できる職場づくりに取り組んでいます。

　休日：土曜日，日曜日，祝日，その他 週休二日制：毎週 その他：年末年始・夏期休暇

　125日

　上所1丁目13番1号

　営業職

《ＩＴ営業》

・ＩＴ関連の営業

※営業する業務

・機器販売　・システム開発　・ネットワーク　インフラ

・開発経験者・ＩＴ営業経験者を希望します。

・ＵターンＩターン歓迎！

ＩＴ営業・機器販売経験　必須

普通自動車運転免許　必須（ＡＴ限定可）

社員に優しい多様性を尊重した職場環境が自慢です（2018年離職率3％以下）。

充実したOJT研修を通じ初めての方でも安心して業務に取り組めます。

ソフトウェアの開発はもちろん県内有数のネットワークインテグレーションなど、スキルアップを目指

すエンジニアにも満足度の高い仕事が豊富です。

自社のプライバシーマーク取得をはじめセキュリティにも力を入れています。

　年2回　計2.50ヶ月分（前年度実績）

　

　実費支給（上限なし）
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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 　6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 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　9:00～18:00 　残業時間 　5～10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

　

　実費支給（上限なし）

社員に優しい多様性を尊重した職場環境が自慢です（2018年離職率3％以下）。

充実したOJT研修を通じ初めての方でも安心して業務に取り組めます。

ソフトウェアの開発はもちろん県内有数のネットワークインテグレーションなど、スキルアップを目指

すエンジニアにも満足度の高い仕事が豊富です。

自社のプライバシーマーク取得をはじめセキュリティにも力を入れています。

　駐車場あり（一部負担2～3千円）

　125日

　休日：土曜日，日曜日，祝日，その他 週休二日制：毎週 その他：年末年始・夏期休暇

　財形・厚生年金基金

☆就業時間に関してある程度は部門に裁量を任されていることもあり、子供の学校関連行事への参加に

よる就業時間の調整や、通院等による調整も可能です。

☆新潟で安心の自社作業です。

☆事業拡大の為の募集です。

☆表彰制度有！　社員表彰、資格報奨金、年度末賞与など

☆家族参加型親睦会を定期開催しています！

☆就業時間のご希望がある方は、遠慮せずに相談下さい。

　年2回　計2.50ヶ月（前年度実績）

高校卒業以上

要件定義経験2件以上　必須

　東京アプリケーションシステム株式会社

　万代3丁目1番1号 新潟日報メディアシップ11階

　技術職(IT関連)

《上級ＳＥ》

・Ｃ＃ｏｒＶＢ．ＮＥＴｏｒＪａｖａでの業務系ソフト開発（要件定義以降）

＊業務上、車を使用する機会はありません。

☆新潟では、請負開発やニアショア開発中心に、自社での開発を行っています。
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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 　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 　6ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　350万 ～ 　500万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　9:00～18:00 　残業時間 　5～10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

　

　実費支給（上限なし）

社員に優しい多様性を尊重した職場環境が自慢です（2018年離職率3％以下）。

充実したOJT研修を通じ初めての方でも安心して業務に取り組めます。

ソフトウェアの開発はもちろん県内有数のネットワークインテグレーションなど、スキルアップを目指

すエンジニアにも満足度の高い仕事が豊富です。

自社のプライバシーマーク取得をはじめセキュリティにも力を入れています。

マザーズ上場のグループ企業。ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータ、クラウドコンピューティング等の

新技術を提案し、豊かな社会の創造に貢献しています。

　駐車場あり（一部負担2～3千円）

　125日

　休日：土曜日，日曜日，祝日，その他 週休二日制：毎週 その他：年末年始・夏期休暇

　財形・厚生年金基金

☆事業拡大の為の募集です。

☆表彰制度有！　社員表彰、資格報奨金、年度末賞与など

☆家族参加型親睦会を定期開催しています！

☆就業時間のご希望がある方は、遠慮せずに相談下さい。

　年2回　計2.50ヶ月分（前年度実績）

高校卒業以上

開発経験10年以上

　東京アプリケーションシステム株式会社

　万代3丁目1番1号 新潟日報メディアシップ11階

　技術職(IT関連)

《プログラマー（経験10年以上）》

・Ｃ＃ｏｒＶＢ．ＮＥＴｏｒＪａｖａでの業務系ソフト開発（製造テスト）

☆就業時間に関してある程度は部門に裁量を任されていることもあり、子供の学校関連行事への参加に

よる就業時間の調整や、通院等による調整も可能です。

☆新潟で安心の自社作業です。

☆新潟では、請負開発やニアショア開発中心に、自社での開発を行っています。

＊業務上、車を使用する機会はありません。
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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 　6ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　350万 ～ 　500万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　9:00～18:00 　残業時間 　5～10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

　

　実費支給（上限なし） 

社員に優しい多様性を尊重した職場環境が自慢です。（2018年離職率3％以下）

充実したOJT研修を通じ初めての方でも安心して業務に取り組めます。ソフトウェアの開発はもちろん県

内有数のネットワークインテグレーションなど、スキルアップを目指すエンジニアにも満足度の高い仕

事が豊富です。自社のプライバシーマーク取得をはじめセキュリティにも力を入れています。

　駐車場あり（一部負担2～3千円）

　125日

　休日：土曜日，日曜日，祝日，その他 週休二日制：毎週 その他：年末年始・夏季休暇

　財形・厚生年金基金

☆事業拡大の為の募集です。

☆表彰制度有！　社員表彰、資格報奨金、年度末賞与など

☆家族参加型親睦会を定期開催しています！

☆就業時間のご希望がある方は、遠慮せずに相談下さい。

　年2回　計2.50ヶ月分（前年度実績）

開発経験3年以上　必須

　東京アプリケーションシステム株式会社

　上所1丁目13番1号

　技術職(IT関連)

《初級ＳＥ》

・Ｃ＃ｏｒＶＢ．ＮＥＴｏｒＪａｖａでの業務系ソフト開発（詳細設計以降）

☆就業時間に関してある程度は部門に裁量を任されていることもあり、子供の学校関連行事への参加に

よる就業時間の調整や、通院等による調整も可能です。

☆成長中のため年２回の賞与の他に近年≪年度末賞与≫実施しました！

☆新潟では、請負開発やニアショア開発中心に、自社での開発を行っています。

＊業務上、車を使用する機会はありません。



　求人票

5

　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 　6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 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　9:00～18:00 　残業時間 　5～10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

　

　実費支給（上限なし）

社員に優しい多様性を尊重した職場環境が自慢です（2018年離職率3％以下）。

充実したOJT研修を通じ初めての方でも安心して業務に取り組めます。

ソフトウェアの開発はもちろん県内有数のネットワークインテグレーションなど、スキルアップを目指

すエンジニアにも満足度の高い仕事が豊富です。

自社のプライバシーマーク取得をはじめセキュリティにも力を入れています。

　駐車場あり（一部負担2～3千円）

　125日

　休日：土曜日，日曜日，祝日，その他 週休二日制：毎週 その他：年末年始・夏期休暇

　財形・厚生年金基金

☆就業時間に関してある程度は部門に裁量を任されていることもあり、子供の学校関連行事への参加に

よる就業時間の調整や、通院等による調整も可能です。

☆新潟で安心の自社作業です。

　年2回　計2.50ヶ月分（前年度実績）

学歴不問

PM経験2年以上　必須

　東京アプリケーションシステム株式会社

　上所1丁目13番1号

　技術職(IT関連)

《プロジェクトマネージャー》

〇業務系・ソフト開発のマネージメント

＊業務上、車を使用する機会はありません。

＊新潟では、請負開発やニアショア開発中心に、自社での開発を行っています。
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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 　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 　6ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　304万 ～ 　435万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　9:00～18:00 　残業時間 　5～10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

　

　実費支給（上限なし）

社員に優しい多様性を尊重した職場環境が自慢です（2018年離職率3％以下）。

充実したOJT研修を通じ初めての方でも安心して業務に取り組めます。

ソフトウェアの開発はもちろん県内有数のネットワークインテグレーションなど、スキルアップを目指

すエンジニアにも満足度の高い仕事が豊富です。

自社のプライバシーマーク取得をはじめセキュリティにも力を入れています。

　駐車場あり（一部負担2～3千円）

　125日

　休日：土曜日，日曜日，祝日，その他 週休二日制：毎週 その他：年末年始・夏期休暇

　財形・厚生年金基金

☆事業拡大の為の募集です。

☆表彰制度有！　社員表彰、資格報奨金、年度末賞与など

☆家族参加型親睦会を定期開催しています！

☆就業時間のご希望がある方は、遠慮せずに相談下さい。



※新潟県ハッピー・パートナー企業として、仕事と家庭が両立できる職場づくりに取り組んでいます。

　年2回　計2.50ヶ月分（前年度実績）

ＩＴインフラ／ＩＴネットワーク構築の経験者

【求める人物像】

■コンピュータが好きな方

■積極的に仕事にチャレンジできる方

■コミュニケーションが好きな方

　東京アプリケーションシステム株式会社

　上所1丁目13番1号

　技術職(IT関連)

《ＩＴインフラ／ネットワーク》

　〇Ｌｉｎｕｘサーバー機器の構築および運用保守

　〇ルータ、ネットワーク機器の構築および運用保守

　〇セキュリティ機器（ＵＴＭ等）の構築および運用保守

・経験者を希望します。

・ＵターンＩターン歓迎！


