
佐賀市地域雇用創造協議会

佐賀×IT系企業

 合同就職相談会

  求人内容一覧

開催日 令和4年 1月21日（金）

会場 マイクロソフトAI＆イノベーションセンター

13：00～ 受付開始

13：30～14：00 説明会パート1

14：10～14：40 説明会パート2

14：50～15：20 説明会パート3

15：30～16：00 説明会パート4

タイムテーブル



　会場外のフリースペースに出展企業の資料がありますので、ご自由にお取りください。

●お帰りの際にアンケートの記入をお願いしております。

　アンケート記入の前に手指の消毒をお願いします。ご協力お願いいたします。

●企業の説明を聞くときは、最初にエントリーシートを1枚、各企業のブースに

　設置されているトレイに提出してください。

●エントリーシートの提出は、求人への応募とは異なりますのでご注意ください。

諸注意

●本日は、4回の説明時間が設けられています。

　1回30分の説明後、10分の休憩・入替となっています。

●各ブースで説明を聞くことが出来る人数には限りがあります。混みあっているブースは

　2回目以降でもお話が聞けますので、席に余裕のあるブースから先に訪問してください。

　応募方法は各企業の担当者にご確認ください。

　ハローワークに求人が出ているものはハローワークから応募できます。

　本日の資料にハローワーク求人のあり・なしが記載されています。

●休憩時は会場外のフリースペースを自由にお使いいただけます。

●資料コーナーについて

分からないことがあれば、お近くのスタッフまでお尋ねください。

37.5度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。



会場図

職種 : プログラマー

対象 : 新卒（第二新卒可）

中途（未経験可）

職種 : システムエンジニア

対象 : 新卒（第二新卒可）

中途

職種 : ①ソフトウェア開発技術者

②営業サポート

対象 : ①②いずれも

新卒（第二新卒可）

中途（未経験可）

職種 : ①一般事務（インターネットの広告運用サポート）

②技術職（広告媒体API・社内ツール開発）

③WEB広告運用サポート職

④WEB広告プログラマー職

対象 : ①②新卒（第二新卒可）

③④中途（未経験可）

職種 : システムエンジニア・プログラマ【実務経験者】

対象 : 中途

職種 : ソフトウェアエンジニア（フロント・バック・アプリ）

対象 : 新卒（第二新卒可）

中途（未経験可）

職種 : ①インフラエンジニア

②Webデザイナー

③経理

④労務

対象 : ①～④いずれも

新卒（第二新卒可）

中途（未経験可）
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1月21日開催 佐賀市地域雇用創造協議会

TEL番号 0952-97-7640

FAX番号 0952-97-7641

企業ＵＲＬ https://gwx-recruit.com/

会社の特色

コメント

職種①

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日
土日祝日、夏季休暇、

年末年始休暇

年間休日数 124日以上

給与（月額） 通 勤 手 当 全額支給（上限なし）

その他手当 自家用車通勤 可

佐賀×IT系企業　合同就職相談会　求人内容一覧　

所　在　地

（株）グローバルワークスA

主に業務システムやWEBアプリ、ECサイトの開発を行っております。

2020年7月に新しく開設したオフィスです。転勤無し・長期出張無し・駅近・アットホームな雰囲気です。

佐賀県佐賀市駅南本町5-1 日進佐賀ビル9F

〒840-0816

システムエンジニア・プログラマ【実務経験者】
【新卒】 -
【一般】学歴不問

仕事の内容
業務システムやWEBアプリ、ECサイトの開発で上流工程から設計、開発、
動作テストなど、スキルや経験に応じてお任せします。

250,000円～480,000円 

必要スキル
経験など

システムエンジニア・プログラマとして１年以上の実務経験がある方

職能手当、時間外手当



1月21日開催 佐賀市地域雇用創造協議会

TEL番号 0952-32-6611

FAX番号 0952-32-6612

企業ＵＲＬ https://www.itimpel.net/

会社の特色

コメント

職種①

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日
土日、休日、夏季休暇、冬季休暇
　（※毎月第一土曜のみ出勤です）

年間休日数 115日

給与（月額） 通 勤 手 当 17,300円

その他手当 自家用車通勤 可

職種②

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日
土日、休日、夏季休暇、冬季休暇
　（※毎月第一土曜のみ出勤です）

年間休日数 115日

給与（月額） 通 勤 手 当 17,300円

その他手当 自家用車通勤 可

所　在　地

〒849-0937

佐賀県佐賀市鍋島3丁目2-19-2

佐賀で唯一のＩＴ利活用で人を笑顔にする会社です。

設立20年の新参者だからチャレンジできる事がたくさんあります。

ソフトウェア開発技術者
【新卒】四大・短大・専門（既卒3年内可）
【一般】高卒以上（未経験可）

仕事の内容
お客様の思いに寄り添い、新システム、新技術の提案でお客様の笑顔を作ります。
経験豊かな先輩と一緒に新しい事にチャレンジできる会社です。

必要スキル
経験など

基本情報技術者・ＩＴパスポートetc

営業サポート
【新卒】四大・短大・専門（既卒3年内可）
【一般】高卒以上（未経験可）

佐賀×IT系企業　合同就職相談会　求人内容一覧　

B （株）アイティーインペル

165,000円～260,000円

なし

仕事の内容
弊社の製品提案やサポートの業務が主な仕事になります。
入社後1年は社内研修を実施し製品知識や提案の方法等を学んで頂きます。

必要スキル
経験など

最低パソコンが使えることWord&Excel・インターネットで調べ物ができること

165,000円～260,000円

なし



1月21日開催 佐賀市地域雇用創造協議会

TEL番号 0952－37－0730

FAX番号 0952－37－0731

企業ＵＲＬ https://www.kwm.co.jp/

会社の特色

コメント

職種①

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日
夏季休暇・年末年始休暇・慶弔休暇

時間休暇・ボランティア休暇、
リフレヴァカンス休暇

年間休日数 127日

給与（月額） 通 勤 手 当
市内の方は一律１万円支給

市外の方は一律１万５千円支給

その他手当 自家用車通勤 可

職種②

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日
夏季休暇・年末年始休暇・慶弔休暇

時間休暇・ボランティア休暇、
リフレヴァカンス休暇

年間休日数 127日

給与（月額） 通 勤 手 当
市内の方は一律１万円支給

市外の方は一律１万５千円支給

その他手当 自家用車通勤 可

所　在　地

〒840-0816

佐賀県佐賀市駅南本町6-4　佐賀中央第一生命ビルディング8階

インターネット広告の運用代理業、セミナー・コンサルティング事業、ＷＥＢマーケティングの研究・教育業

学ぶ意欲を持った方を大事にする会社なので、最先端のITの知識や様々な事務スキルなどを取り入れたいあなたにもってこいです。

一般事務（インターネット広告の運用サポート）
【新卒】院・四大・短大・専門（既卒3年内可）
【一般】 -

仕事の内容

・インターネット広告の運用サポート業務
・ＥＸＣＥＬを使ったデータの集計
・インターネットを利用した検索結果の確認
・Ｙａｈｏｏ！やＧｏｏｇｌｅの広告に関する管理と画面の操作　など

必要スキル
経験など

不問

170,000円 

奨学金を返済している方には奨学金手当が支給されます。
書籍購入や部活の補助制度など、様々な福利厚生があります。

佐賀×IT系企業　合同就職相談会　求人内容一覧　

C （株）キーワードマーケティング

技術職（広告媒体ＡＰＩ・社内ツール開発）
【新卒】院・四大・短大・専門（既卒3年内可）
【一般】 -

仕事の内容

・データの集計
・Ｙａｈｏｏ！やＧｏｏｇｌｅの広告に関する管理と画面の操作
・ＡＰＩを活用した運用型広告
　→Ｇｏｏｇｌｅ、Ｙａｈｏｏ！などの自動化システム開発
・業務効率化ツールの開発

必要スキル
経験など

不問

170,000円 

奨学金を返済している方には奨学金手当が支給されます。
書籍購入や部活の補助制度など、様々な福利厚生があります。



1月21日開催 佐賀市地域雇用創造協議会

職種③

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日
夏季休暇・年末年始休暇・慶弔休暇

時間休暇・ボランティア休暇、
リフレヴァカンス休暇

年間休日数 127日

給与（月額） 通 勤 手 当
市内の方は一律１万円支給

市外の方は一律１万５千円支給

その他手当 自家用車通勤 可

職種④

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日
夏季休暇・年末年始休暇・慶弔休暇

時間休暇・ボランティア休暇、
リフレヴァカンス休暇

年間休日数 127日

給与（月額） 通 勤 手 当
市内の方は一律１万円支給

市外の方は一律１万５千円支給

その他手当 自家用車通勤 可

180,000円～300,000円

奨学金を返済している方には奨学金手当が支給されます。
書籍購入や部活の補助制度など、様々な福利厚生があります。

ＷＥＢ広告プログラマー職
【新卒】 -
【一般】短大卒以上（未経験可）

佐賀×IT系企業　合同就職相談会　求人内容一覧　

ＷＥＢ広告運用サポート職
【新卒】 -
【一般】短大卒以上（未経験可）

仕事の内容
・Ｅｘｃｅｌ等を使ったデータ集計、レポート作成
・適性に応じてマネジメント、Ｇｏｏｇｌｅ・Ｙａｈｏｏ！等の各種広告媒体のデータ管理、
 ブログ執筆、広告用バナー作成、スクリプト構築・新規ツール提案など

必要スキル
経験など

パソコンスキル（ビジネスレベルでのＥｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）。
マネジメント、ＷＥＢ制作（ディレクション・デザイン）、プログラミング業務、
ＷＥＢマーケ・ＷＥＢ広告運用などの経験があれば尚可（年数不問）。

仕事の内容

・ＡＰＩを活用した運用型広告（Ｇｏｏｇｌｅ、Ｙａｈｏｏ！など）の自動化システム開発
・業務効率化ツールの開発
・ＷＥＢ広告運用サポート職
・データ集計
・Ｙａｈｏｏ！やＧｏｏｇｌｅの広告管理画面の操作

必要スキル
経験など

パソコンスキル（ビジネスレベルでのＥｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）、プログラミング業務経験3年以
上。
マネジメント、ＷＥＢ制作（ディレクション・デザイン）、
ＷＥＢマーケ・ＷＥＢ広告運用などの経験があれば尚可（年数不問）。

180,000円～300,000円

奨学金を返済している方には奨学金手当が支給されます。
書籍購入や部活の補助制度など、様々な福利厚生があります。



1月21日開催 佐賀市地域雇用創造協議会

TEL番号 0952-97-9491

FAX番号 0952-41-9224

企業ＵＲＬ https://www.k-idea.jp/

会社の特色

コメント

職種①

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日

土日祝日／夏季休暇／年末年始休暇
年次有給休暇／激甚災害特別休暇

慶弔休暇（忌引休暇、結婚休暇、出産
休暇）　等

年間休日数 122日

給与（月額） 通 勤 手 当
上限：公共交通機関で月50，000

円まで　※社内規定あり

その他手当 自家用車通勤 可

職種②

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日

土日祝日／夏季休暇／年末年始休暇
年次有給休暇／激甚災害特別休暇

慶弔休暇（忌引休暇、結婚休暇、出産
休暇）　等

年間休日数 122日

給与（月額） 通 勤 手 当
上限：公共交通機関で月50，000

円まで　※社内規定あり

その他手当 自家用車通勤 可

佐賀×IT系企業　合同就職相談会　求人内容一覧　

D 木村情報技術（株）

Webデザイナー
【新卒】院・四大・短大・専門（既卒3年内可）
【一般】学歴不問（未経験可）

仕事の内容

自社サービス等に関するWeb広告のデザイン
・既存サイトの修正、更新ページ追加
・新規サイト、LP、UI、バナーのデザイン
・広告用イラスト、SNS素材の制作（Twitter、Instagram　等）

必要スキル
経験など

・illustratorもしくはPhotoshopの基本的な操作ができる方
※ご応募にはポートフォリオの提出が必須です

所　在　地

〒849-0933

佐賀県佐賀市卸本町6-1

医療×ITパイオニア。前年売上比「160%以上」！これからも成長し続ける企業です。

「always new idea」がモットー。変化にスピード感を持って挑んでいく、そんな方のご応募をお待ちしています。

インフラエンジニア
【新卒】院・四大・短大・専門（既卒3年内可）
【一般】学歴不問（未経験可）

仕事の内容
サーバの設計、構築、監視、障害対応（お客様向けサービスのクラウド環境が多数）
ネットワークの設計、構築、監視、障害対応（社内システム及びお客様向けサービス
のクラウド環境）

220,000円〜450,000円

時間外手当／日帰り出張手当／休日移動手当／海外出張手当／
宿泊手当／子供手当

必要スキル
経験など

Ｌｉｎｕｘサーバ、ネットワーク、セキュリティーの知識、運用経験のある方（ＡＷＳでの
サーバ構築、利用経験があれば尚可）
※経験年数・業界・フェーズ不問

210,000円〜365,000円

時間外手当／日帰り出張手当／休日移動手当／海外出張手当／
宿泊手当／子供手当



1月21日開催 佐賀市地域雇用創造協議会

職種③

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日

土日祝日／夏季休暇／年末年始休暇
年次有給休暇／激甚災害特別休暇

慶弔休暇（忌引休暇、結婚休暇、出産
休暇）　等

年間休日数 122日

給与（月額） 通 勤 手 当
上限：公共交通機関で月50，000

円まで　※社内規定あり

その他手当 自家用車通勤 可

職種④

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日

土日祝日／夏季休暇／年末年始休暇
年次有給休暇／激甚災害特別休暇

慶弔休暇（忌引休暇、結婚休暇、出産
休暇）　等

年間休日数 122日

給与（月額） 通 勤 手 当
上限：公共交通機関で月50，000

円まで　※社内規定あり

その他手当 自家用車通勤 可

【新卒】院・四大・短大・専門（既卒3年内可）
【一般】学歴不問（未経験可）

200,000円〜300,000円

仕事の内容

労務に関わる業務全般
給与計算（給与や賞与などの金額チェック）／退職金制度の運用、整備／
各種保険管理、加入手続き／福利厚生企画・運用　など
※ご経験やスキルに応じて業務をお任せします。

必要スキル
経験など

学歴不問
労務の実務経験者（年数不問）
社会保険業務経験者優遇

時間外手当／日帰り出張手当／休日移動手当／海外出張手当／
宿泊手当／子供手当

労務
【新卒】院・四大・短大・専門（既卒3年内可）
【一般】学歴不問（未経験可）

経理

仕事の内容
経理業務全般
精算／起票／各種購買管理／販売管理／各種発注確認　など

必要スキル
経験など

学歴不問／日商簿記3級以上（経理実務経験お持ちの方優遇）
PC基本スキルをお持ちの方（Excel、Word、PowerPoint　など）

200,000円〜250,000円

時間外手当／日帰り出張手当／休日移動手当／海外出張手当／
宿泊手当／子供手当

佐賀×IT系企業　合同就職相談会　求人内容一覧　



1月21日開催 佐賀市地域雇用創造協議会

TEL番号 050-6861-2177

FAX番号 050-6861-8277

企業ＵＲＬ https://www.aisel.ne.jp/

会社の特色

コメント

職種①

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地
佐賀市

（希望に応じて東京勤務あり）

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日
夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、

育児休暇、介護休暇

年間休日数 125日

給与（月額） 通 勤 手 当
全額支給　注）マイカー通勤の場
合は当社規定による金額を支給

その他手当 自家用車通勤 可

佐賀×IT系企業　合同就職相談会　求人内容一覧　

E (株)アイセル

所　在　地

〒840-0801

ITを使って、お客様の課題解決をサポートする。
・ITコンサルティング　　　・システムの設計・開発

IT業界は理系というイメージがありますが、弊社は理系にこだわっていませんのでお気軽にお越しください。

システムエンジニア
【新卒】院・四大・短大・専門（既卒3年内可）
【一般】学歴不問

仕事の内容
当社のプロジェクトチームの一員として、先輩社員とともに、お客様向けのWebシス
テム、アプリケーションの開発を行います。
要件定義から開発、テスト、導入まで一貫して手がけています。

佐賀県佐賀市駅前中央1-6-25　佐賀東京海上日動ビル3F

必要スキル
経験など

不問

179,000円～

住宅手当、子供手当、役職手当、残業手当



1月21日開催 佐賀市地域雇用創造協議会

TEL番号 0952-37-3421

FAX番号 0952-37-3421

企業ＵＲＬ https://www.andco-web.jp/

会社の特色

コメント

職種①

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日

年末年始休暇、
創立記念日休暇（１月２２日）、

フリー休暇（１日）、
ファミリーデイ休暇（１日）

年間休日数 126日

給与（月額） 通 勤 手 当 実費支給（上限20,000円まで）

その他手当 自家用車通勤 可

仕事の内容

自社プロダクト・プロジェクトの開発。入社後はプログラミングとテストに携わっていた
だきます。
経験やスキルによっては要件定義・設計などの工程にも参画いただき、システム開
発を行なっていただきます。

必要スキル
経験など

システム開発の経験者は優遇いたします。

佐賀×IT系企業　合同就職相談会　求人内容一覧　

F (株)ANDCO

〒849-0933

205,000円〜400,000円（25時間分のみなし残業代を含む）

家族手当/業績手当

所　在　地

佐賀県佐賀市卸本町4−2 スクエア佐賀ビル5階

フレックスタイムを導入。さらにワーケーションも導入し従業員の働き方改革を推進しています。

私たち「株式会社ＡＮＤＣＯ」は、２０２０年１月創業のベンチャー企業です。
新規事業の開発メンバーを求めています。

プログラマー
【新卒】院・四大・短大・専門（既卒1年内可）
【一般】学歴不問（未経験可）



1月21日開催 佐賀市地域雇用創造協議会

TEL番号 090-9583-0089

FAX番号

企業ＵＲＬ https://karabiner.tech/

会社の特色

コメント

職種①

ハローワーク
求人 あり

主な勤務地 佐賀市（フルリモートOK）

 転居を伴う転勤 なし

休　　　日
完全週休2日制（土日祝日完全休み）

■年末年始休暇　　■夏季休暇
■有給休暇（入社と同時に10日付与）

年間休日数 126日

給与（月額） 通 勤 手 当 あり（上限月額 50,000円）

その他手当 自家用車通勤 不可

ソフトウェアエンジニア（フロント・バック・アプリ）
【新卒】院・四大・短大・専門（既卒3年内可）
【一般】学歴不問（未経験可）

佐賀×IT系企業　合同就職相談会　求人内容一覧　

G カラビナテクノロジー（株）

所　在　地

〒840-0816

佐賀県佐賀市駅南本町5-1

必要スキル
経験など

▼歓迎スキル/経験
【フロントエンド】・HTML5/CSS3/JavaScript 実装経験　・グラフィックツール使用経験
【バックエンド】　・PHP、Java、Ruby、GolangのWebアプリケーション開発経験
　　　　　　　　　　・MySQLなどのRDBMSのWebアプリケーションの開発経験
【アプリ開発】　  ・Kotlin / Javaを用いたAndroid向け
　　　　　　　　　　・Swift / Objective-Cを用いたiOS向けネイティブアプリケーションの開発経
験

200,000円 ～ 560,000円（30時間分の固定残業代含む）

リモートワーク手当（リモートすると1日400円支給）

カラビナテクノロジーは、主にシステム開発・アプリ開発・ Webサイト制作を行っている福岡の会社です。

やりたいことに挑戦できる文化なので、自ら主体性を持ちながら行動できるメンバーが多いのが弊社です。

仕事の内容

・ファッションeコマースのシステム開発
・食品系eコマースのシステム開発
・マッチングサービスの開発
などeコマースだけでなく、Webサービスの案件も進めており、
上流工程から参画してシステム開発。


