
秋田のデジタルイノベーションをリードする

デジタルイノベーションとは、いわゆる「第四次産業革命」が進展し、
ICT分野で昨今注目されているモバイル、クラウド、ビッグデータ、
AI等の最新技術の活用により、ビジネスや業務を革新し、
新たな価値を創造することを指します。

　少子高齢化による労働力の不足などを背景に、ICTを活用した生産性の向上や働き方改
革への対応が避けて通れない課題になっています。
　また、第四次産業革命等のデジタルテクノロジーの活用によって、新たな商品・サー
ビスの創出や、様々な地域課題の解決につながることが期待されています。
　ふるさと秋田には、これからの秋田をリードしていくキラリと光るICT企業がたくさん
あります。みなさん、一緒に秋田でデジタルイノベーションを巻き起こしましょう!

ICT企業特集企業特集

「デジタル
イノベーション」
 　　　とは

秋田県はデジタルイノベーションを支える
ICT人材の確保・育成に取り組みます

～秋田で輝く★ICT企業を14社ご紹介します～

秋田県中小企業応援キャラクター
「がんばっけさん」

ⓒ2015秋田県
んだッチ

秋田の
元気と未来を創る

ICT企業でデジタル
イノベーションを
巻き起こそう!!
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山二システムサービス株式会社

● こんな会社です！
当社は1976年の創業以来、この秋田から全国に向けて多
様なソフトウェアとアウトソーシングサービスを提供してき
ました。キャリア研修や資格取得奨励も充実しており、入
社後もやりがいを持って働ける職場です。

● こんな仕事をしています
行政・民間・医療機関に対し「コンサルティング営業」を行
い、主に「地方公共団体情報サービス」「システムソリュー
ションサービス」「医療情報サービス」の各分野でシステ
ム開発を行っています。

● こんな人を募集しています
システム開発において、設計及びプログラミングに関する
知識・能力は不可欠ですが、当社はむしろコミュニケー
ション能力を重視しています。

山二システムサービス株式会社
〒010-1427
秋田市仁井田新田2-16-3
http://www.yamani-system.co.jp/

当社は地方公共団体様向けシ
ステムと医療情報サービスシス
テムの開発・導入・保守業務
を行っております。開発から保
守まで幅広く行っているため、
それぞれの得意に応じた仕事が
できます。また先輩社員にも気
軽に相談できる環境が整ってお
り、資格の取得も推奨しているので、エンジニアとして
スキルアップしやすい会社です。私はよく能代市の実家
に帰るのですが、休暇が取りやすいので仕事もプライ
ベートも大切にできます。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞

リコーITソリューションズ株式会社
秋田事業所

● こんな会社です！
秋田に住みながら最先端・グローバルなソフトウェアを開
発しています！

● こんな仕事をしています
複写機、各種プリンティング製品、カメラといった多種多
様なリコー製品に組み込まれている制御ソフトウェアの開
発･検証、リコーの新規事業やソリューション･クラウドサー
ビス事業におけるソフトウェアの開発･保守、リコーグルー
プの社内ITインフラの構築･運用･保守など、ＩＴプロフェッ
ショナル集団としてＩＴでリコーグループを支えています。

● こんな人を募集しています
自ら考え、自分の言葉で語り、自ら行動できる人
日々進歩し続ける技術や知識を吸収し、プロフェッショ
ナルとして価値を高め、自己成長をはかりたい方は私た
ちとともに頑張りましょう！

リコーＩＴソリューションズ株式会社
本　　　社：横浜市都筑区新栄町16-1
秋田事業所：秋田市大町3-5-1
https://www.jrits.co.jp/

地元秋田で学生時代に学んだ
ことを生かせるような仕事を探
していたところ、当社にたどり
着きました。手厚い福利厚生と
充実した研修制度により、じっ
くり着実に成長したい私にとっ
て、もってこいの会社です。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞

 企業メッセージ「人のそばに、夢のそばに。」
の実現に向けて、進化する顧客ニーズに

対応した、安全な情報システムをご提供します。

人・情報・信頼を技術でつなぐ
イノベーション企業へ

ICT企業特集 ～秋田で輝く★ICT企業をご紹介します～
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アイ・エム・サービス株式会社

● こんな会社です！
ＩＢＭビジネスパートナーとしてさまざまなソリューション
を提供しているＩＴ企業です。お客様を成功へと導くコン
サルティングができるスペシャリストまで、常に成長しつつ
様々な活躍が期待できる会社です。

● こんな仕事をしています
当社は創業44年で、東京本社と秋田営業所でビジネス展
開しており、東京本社は損保・共済会などの保険業務を中
心に、秋田営業所は秋田県内の各自治体様を中心にサ－
ビス提供しております。また、ＩＢＭのビジネスパートナー
である当社はＩＴ企業としてＩＢＭWatsonを活用したコグ
ニティブビジネスの展開、そしてハッカソンによる新しいビ
ジネスモデル構築などに挑戦しています。

● こんな人を募集しています
・自分で物事を考えることができ、能動的な方。
・人と話すことが好きな方。
・自己表現ができ、チャレンジ精神が旺盛で粘り強く、物
　事に取り組む事が好きな方。

アイ・エム・サ－ビス株式会社
〒010-0951
秋田市山王2-1-60　アイデックスビル１階
https://imservice-net.jp

職場の雰囲気も良く、明るく、楽
しく、社員みんなが前向きに
「びじょん」をもって仕事に取り
組んでいます。
私が担当している県内自治体の
お客様は秋田の県民性に溢れ
る良い方々ばかりで、「あんべい
いな」と思いながら仕事をして
います。
東京本社も秋田県出身の社員が多く、東京と秋田で協
力し合いながら同じ目的に向かってプロジェクトを進
めていくことができるのも、この会社の魅力です。

キラリ★エースのひと言

＜秋田市 ＞
株式会社 アイネックス

● こんな会社です！
常にお客さまの視点に立った情報サービスの提供に努め
情報化社会実現を担う企業として、高度な技術と豊富な経
験を蓄積してまいりました。

● こんな仕事をしています
情報化社会の中で、オフィスは知恵を創造する場所である
と考えております。そのオフィスが変わらなければ、業務・
業績の改革や変革はありえません。弊社は、そのオフィス
改革にお手伝いできるシステムの提案と質の高いサービス
＆サポートの提供ができるものと確信しております。

● こんな人を募集しています
営業職：秋田県内の官公庁、民間企業に対しネットワーク、
セキュリティー関連それに関わるシステム、オフィス機器
（パソコン、プリンタ、複合機他）の販売業務。
サービスサポート職：契約しているお客様を訪問し、パソ
コン、プリンタ、複合機などの保守点検・修理サービス業
務。

株式会社 アイネックス
〒010-0063
秋田市牛島西1-4-5
https://www.inecx.co.jp/

営業はお客様と直接的に対話
ができ、その反応がダイレクト
に伝わってくるのが営業の醍醐
味だと思ってます。そしてお客
様から販売した商品や自分のこ
とを評価されるのもまた営業を
やっていてよかったと思える瞬
間でもあります。特に自分の提
案した商品の良さをお客様にご理解いただき、案件と
して成立・受注できたときの喜びは、ひとしおです。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞

東京（本社）と秋田で地域活性化の
お手伝いをする情報処理サービス

提案型企業です。

時代の変化に対応した価値創造のための
ビジネス環境づくりをＩＣＴで社会に

貢献し、企業の繁栄と社員の幸せを目指す。

地域とともに成長する地域とともに成長する

秋田活版印刷株式会社

● こんな会社です！
秋田市に本社・工場のある印刷会社。出版物の企画提案
から、デザイン制作・編集、印刷製本加工の作業、梱包配
送まで自社で行うことのできる総合印刷会社です。グルー
プ社員数59名(男性40名・女性19名)で、社長以下、全員
サラリーマンで世襲企業ではありません。

● こんな仕事をしています
・カラー印刷・各種製本・デザイン企画制作・出版企画・
　イベント企画
・デジタルコンテンツサービス（HP・Web/DB企画立案、
　制作・CD-ROMタイトル制作）
・情報サービス（EC/ASPオンラインサービス・Web活用
　技術・デジタル資産管理技術）

● こんな人を募集しています
当社の基本姿勢は「人間企業」です。応用の利く、前向きで
人間性にあふれた人材、環境や流れに感化されることな
く、自分を見失わないプライドを持ち続けられる人材を求
めます。

秋田活版印刷株式会社
〒011-0901
秋田市寺内字三千刈110-1
http://www.kappan.co.jp/

お客様の「欲しい」や「こんなも
のがあれば」といったニーズを
引き出し、「これまでになかっ
た」用紙や印刷方法を用いて新
しい表現方法があることを提案
することができます。
その中でお客様の意向に沿った
デザインや印刷物が出来上が
ることはこの上ない喜びであり、やりがいです。また、
健康経営優良法人制度登録を３年連続で取得してお
り、女性にも働きやすい職場環境だと思います。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞
株式会社 アチカ

● こんな会社です！
社員数82名内女性13名、育児休業取得中の社員もおり、
働き方改革にも積極的に取り組んでおります。また、弊社
はフリーアドレスです。作業場所が固定されておらず、従業
員同士のコミュニケーションを大切にしています。

● こんな仕事をしています
地方自治体システム導入・運用保守をメインとしており、県
内12町村行政電算システム共同化の導入実績がありま
す。また、ＩＴ企業では珍しいＧＩＳ（地理情報システム）を
産学官連携し、開発・構築した実績があります。

● こんな人を募集しています
弊社は文理不問で入社してから育てるという方針ですので
知識がなくても心配いりません。基盤を地元秋田におきな
がら全国を飛び回りたい、何事にも積極的に取り組みた
い、このような目標を持った明るく元気な人材を求めてい
ます。

株式会社 アチカ
〒010-0941
秋田市川尻町字大川反170-179
https://www.atika.co.jp/

募集する人物像にも記載の通
り、特別な知識・技術を有して
いなくても活躍できる会社です。
入社後には先輩社員のサポート
の下で仕事をしながら技術を身
に付けることができる環境です。
秋田県内の地方自治体システム
にも携わることができるため、自
分の仕事の成果を身近に感じることができる会社だと
思います。
ＩＴ企業での活躍を希望される方は、是非一緒に仕事が
できればと思います。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞

常にお客様の「希望（キモチ）」を
第一に考え、最良の「カタチ」を創造する、

それが私たちのモットーです。

企業は人なり
社員が輝いてこそ、アチカは輝く
一人ひとりを大切にしています
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株式会社 シーズクラフト

● こんな会社です！
秋田駅から徒歩５分の場所にある当社。内装は、カフェの
ような落ち着いた雰囲気で、各デザイナーの席はパーテー
ション等で区切られることがなく、開放的でコミュニケー
ションが取りやすい環境です。

● こんな仕事をしています
２D・３DCGを用いた映像制作を主軸に様々なデジタルコ
ンテンツ制作を行っている会社です。
ゲーム、映画、TV、イベント映像などジャンルを問わずに手
がけています。中には誰もが知る有名作品も。

● こんな人を募集しています
◎明確な目的意識を持って働ける方
→そうした姿勢が、スピーディーな成長に結びつきます！
◎確かな情熱や上昇志向をお持ちの方
→あなたの仕事への意欲に、私たちも全力で応えます！
◎幅広い領域で実力を発揮したい方
→多彩なジャンルでクリエイティブを手がけていける環境

株式会社 シーズクラフト
〒010-0001
秋田市中通3-3-10　秋田スカイプラザ6-C
https://cscraft.co.jp/

「ずっとやりたかった映像系 CG
の仕事が秋田でもできる！」地方
に CG デザイナーの求人はない
と思っていた自分にとって、大変
な驚きと喜びでした。自分は湯
沢出身・妻が角館出身で、結婚
を機に秋田での就職先を探し、
シーズクラフトに決まったので晴
れて秋田へ戻ってきたんです。
秋田では時間がゆっくり過ぎる感じが好きです。都内で
は休みの日でも、時間に追われる感じがありましたが、
今は自宅からも近く快適な環境で仕事をしています。

キラリ★エースのひと言

＜秋田市 ＞
株式会社 シグマソリューションズ

● こんな会社です！
医療業界に特化したビジネスを展開し、レセプトコン
ピュータや電子カルテシステムといった、医療従事者に
とって便利で快適なシステムを提案・提供することで、地
域社会・地域医療に貢献するＩＴ企業です。

● こんな仕事をしています
秋田でコンピュータ事業を開始して来年で40周年！！当社
は医療業界にこだわり続けてきました。秋田に本社を置き
ながらも当社のお客様は全国各地にいらっしゃいます。
秋田にいながら全国の医療へ貢献できる仕事です！

● こんな人を募集しています
当社が新卒採用で重視することは「現在知識・スキルを
持っているか」ではなく、「興味を持って取り組み続けられ
るか」です。あなたの「やってみたい！」という強い気持ちを
お待ちしています。

株式会社 シグマソリューションズ
〒010-8564
秋田市卸町3-4-1
http://www.sigma-sol.co.jp/

医療機関に設置されている
ハードウェアやネットワーク
機器の点検・修理を担当して
います。お客様先へ訪問すると
きは、故障でご迷惑をかけてい
ることがほとんどです。ご迷惑
をおかけしているにもかかわ
らず、対応後はお客様から感謝
されることが多く、それがモチベーションにもつな
がります。また学生時代はイメージがつかなかった
のですが、仕事以外のことを話すことも多く、それが
リラックスできる瞬間でもあります。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞

秋田でCG作っています！
大型案件・人気作品の実績多数！
ライフステージに合わせた
柔軟な働き方も可能です！

秋田発信の地域医療！
医療と地域を結ぶＩＴ化で

これからの日本の医療を支える企業へ！

東光コンピュータ・サービス株式会社

● こんな会社です！
創立35年を迎えた老舗のＩＴ企業です。県内は大館市の
他５カ所に拠点を持ち、日々お客様の声に接しながら業務
を展開しています。地域に誇れる企業であり続けること、
これが我が社の目標です。

● こんな仕事をしています
業務システムの提案、システム開発・導入サポート、機器販
売の他、プログラミング教室の運営・Web制作など様々な
業務を行っています。

● こんな人を募集しています
技術取得よりも、人間力の向上が優先です。明るい挨拶が
できること、社会人として当たり前のことを、当たり前にで
きることが大事であると考えています。自分と家族を大切
にし、地域に貢献したいと考える人を求めています。

東光コンピュータ・サービス株式会社
〒017-0044
秋田県大館市御成町4-8-74
http://www.tcs.tokogrp.co.jp/

当社の社風は『社員
の幸せが重視され
ること』『社員一人
ひとりが自立して
責任者としての自
覚を持ち、人間力と
技術力の向上に
日々努めること』で
す。相談しやすいアットホームな環境ですので、安心
して仕事に取り組めます。
私自身、慣れ親しんだ環境である地元でのびのびと
仕事が出来て、とても満足しています。

キラリ★エースのひと言

＜ 大館市 ＞
東北ＩＴｂｏｏｋ株式会社

● こんな会社です！
2019年５月、秋田県・秋田市の誘致企業として設立され
た会社です。役員を除く社員数は５名（男女比３:２）。働き
方改革に積極的に取り組み、東京の親会社にも負けない
自由な発想で事業を行っています。

● こんな仕事をしています
クラウドサービス・人材育成・外国人受入支援・ニアショ
ア・地域包括コンサルなど、秋田県の産業振興に貢献する
ことが出来るよう、新事業の創造、販路拡大、既存事業の
活性化支援などを行っています。

● こんな人を募集しています
弊社は2019年５月に出来たばかりの新しい会社です！新
しい意見をどんどん出してくれる方、自主性があり仕事に
も粘り強くチャレンジ出来る方、また、周囲と人と密にコ
ミュニケーションをとることが出来る方を募集しておりま
す！！

東北ITbook株式会社
〒010-8506
秋田市東通仲町4-1　秋田拠点センターアルヴェ14階
https://www.t-itbook.co.jp

設立したばかりの新しい会社で
はありますが、「豊かな秋田」への
改革に直接繋がるご支援をさせ
ていただく仕事にとてもやりがい
を感じています。セミナーへの参
加等、自分のスキルアップに繋が
る機会も多くあります。新規設立
の会社への入社は、小さな子ど
もがいる事、出産を控えている事もあり、不安もありまし
たが、周囲の理解はもちろん、弊社はグループ全体を通し
て裁量労働制、テレワークを導入しているので、私生活と
のバランスが取りやすく、とても働きやすい環境です。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞

企業は人なり。
持ち場持ち場でなくてはならない人を

豊かな秋田の実現に向けて
人材不足の解消・働き方改革の推進・ICTの
活用・RPA導入などをサポートいたします！
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 企業特集
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 企業特集
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ICT
 企業特集ICT企業特集 ～秋田で輝く★ICT企業をご紹介します～

株式会社 トラパンツ

● こんな会社です！
2000年創業のWeb＆Movie制作プロダクションです。
2019年10月に本社を移転し規模を拡大。本社とトラパン
ツコンテンツスクールを統合したほか、ホテル・テナント経
営を開始しました。

● こんな仕事をしています
Webコンテンツ制作、スマホアプリ制作、映像、3DCG 制
作、CMS、オリジナルシステム開発・設計、各種デザイン、
印刷物制作、イベント企画制作運営、クリエイター育成ス
クール運営など。

● こんな人を募集しています
クリエイター＝なにかを創りたくて仕方ない人がたくさん
働いています。自分のアイデアを形にしたい、気づくと何か
創っている。そんな方をお待ちしています。トラパンツが提
供しているサービスの多くは、スタッフのアイデアから生ま
れています。

株式会社 トラパンツ
〒010-0922
秋田市旭北栄町1-48
https://www.torapants.co.jp/

高校生の時、インターンシップを
したことがきっかけで、大学時代
にはアルバイトで出入りをし、現
在はプログラマーとして働いて
います。トラパンツでは、プログラ
マーやデザイナー、映像クリエイ
ターなどが働いています。皆、創
るのが好きでクリエイターをやっ
ているので、仕事はもちろんですが、何かしら自分の創り
たいものを勝手に創っていて、日々、展示会のような驚き
や楽しさがあります。仕事で苦しいこともありますが、働
いている仲間や先輩の制作物に触れると励まされます。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞
株式会社 日情秋田システムズ

● こんな会社です！
創立から３4年間、情報システムの設計開発を行い、秋田
のＩＴ企業として発信している会社です。ベテランの持つ豊
富な経験と若い人材の発するエネルギーが、うまく噛み合
うＮＡＳ技術者集団として幅広く活躍しています。

● こんな仕事をしています
官公庁などの公共事業、鉄道輸送、金融保険、電力ガス、
ＩｏＴ事業などのシステムや、県内企業及び市町村の地域
密着システムなど、生活に直結した数多くのシステム開発
に携わり、お客様の多様なニーズに応えてきています。

● こんな人を募集しています
いつも明るく元気で、挨拶ができて、皆に好かれて、誰とで
も付き合える良好なコミュニティを構築し、ＳＥとして活躍
したいと考えている方

株式会社 日情秋田システムズ
〒010-0951
秋田市山王2-2-17
https://www.nas-akita.co.jp/

知恵を絞り設計・
開発した情報シ
ステムが、地域社
会をはじめとす
る日本社会と、多
くの企業を支え
ることにやりが
いを感じていま
す。チームで行う仕事は、社内外の人たちと協力し合
い、メリハリを持って取り組むことで、互いに絆を深
めています。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞

3度の飯より、クリエイティブ！
個性が活きる職場です

最適で効率的な変革を！
近未来に向けた先端のものを！
顧客満足度１００％超えを！

株式会社 バイトルヒクマ 秋田事業所

● こんな会社です！
1982年に創業した独立系のソフトハウスです。本社は東
京都新宿区にあり、秋田事業所は2019年２月に開設しま
した。社風は「アットホーム」です。役職関係なく社員全員
「さん」付けで呼び合っています。

● こんな仕事をしています
事業内容は①受託開発②自社製品③システム基盤の３領
域です。特に銀行/生保/損保/証券といった業務について
長年の実績があります。秋田事業所では、上記のうち受託
開発と自社製品を開発しています。

● こんな人を募集しています
バイトルヒクマが求めるのは、「オープンマインド」「チャレ
ンジ」の精神がある人です。虚勢を張らずにありのままの自
分を出すことができて、新たなことに挑戦する気概があ
り、決してあきらめない。
これらを持ち合わせている人をお待ちしています！

株式会社 バイトルヒクマ
〒011-0943 
秋田市土崎港南3-13-52
https://www.bai.co.jp

確実に成長できる環境で、多く
のことに挑戦できる企業だと
感じています。過度な残業もな
く、自分のライフスタイルに
あった就業形態を取れるので、
安心して日々の業務に邁進で
きます。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞
株式会社 ブロードバンドセキュリティ

● こんな会社です！
◇従業員数：189人(男性：154人女性：35人)
◇福利厚生：所定労働時間6.5h/日、育児休業取得実績あ
　り、傷病積み立て休暇最大40日まで（有給休暇とは　
　別）、定年65歳
◆サイバーセキュリティに関する知識・技術は必要ありま
　せん。
◆ＩＴ技術者として開発や運用の経験があれば、最先端の
　技術を身につけ、あなたにもホワイト・ハッカーになれ
　るチャンスがあります。
◆東京と同じ待遇で、秋田で働けるチャンスです！

● こんな仕事をしています
・セキュリティ監査・コンサルティングサービス
・脆弱性診断サービス　・情報漏洩IT対策サービス

● こんな人を募集しています
・将来セキュリティエンジニアになりたい意思を強く持っ
　ている方
・明るく元気な方(技術の前に人ありき)
・知的好奇心が強く根気のある方(セキュリティは瞬発力
　より持久力)

株式会社 ブロードバンドセキュリティ
〒160-0023 
東京都新宿区西新宿8-5-1　野村不動産西新宿共同ビル4F
https://www.bbsec.co.jp/

セキュリティサービス本部
開発／入社５年目30代前半

「入社当時はセキュリティにつ
いては素人同然でした。社内の
スペシャリスト達からの刺激
と、持ち前の好奇心・向上心・
勉強意欲で、今では診断サービ
ス開発全般を任せていただけ
るセキュリティエンジニアです！」

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞

企業を、社会を、もっと強く。
IT領域から変化を創造する。
知的勇気をキーワードに、
挑戦を共に楽しみましょう！

2020年4月に向けて秋田支店の設立を
準備中！秋田から企業のセキュリティを
一緒に守っていきましょう！！
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秋田のデジタルイノベーションをリードする

デジタルイノベーションとは、いわゆる「第四次産業革命」が進展し、
ICT分野で昨今注目されているモバイル、クラウド、ビッグデータ、
AI等の最新技術の活用により、ビジネスや業務を革新し、
新たな価値を創造することを指します。

　少子高齢化による労働力の不足などを背景に、ICTを活用した生産性の向上や働き方改
革への対応が避けて通れない課題になっています。
　また、第四次産業革命等のデジタルテクノロジーの活用によって、新たな商品・サー
ビスの創出や、様々な地域課題の解決につながることが期待されています。
　ふるさと秋田には、これからの秋田をリードしていくキラリと光るICT企業がたくさん
あります。みなさん、一緒に秋田でデジタルイノベーションを巻き起こしましょう!

ICT企業特集企業特集

「デジタル
イノベーション」
 　　　とは

秋田県はデジタルイノベーションを支える
ICT人材の確保・育成に取り組みます

～秋田で輝く★ICT企業を14社ご紹介します～

秋田県中小企業応援キャラクター
「がんばっけさん」

ⓒ2015秋田県
んだッチ

秋田の
元気と未来を創る

ICT企業でデジタル
イノベーションを
巻き起こそう!!

ICT
 企業特集

ICT
 企業特集

山二システムサービス株式会社

● こんな会社です！
当社は1976年の創業以来、この秋田から全国に向けて多
様なソフトウェアとアウトソーシングサービスを提供してき
ました。キャリア研修や資格取得奨励も充実しており、入
社後もやりがいを持って働ける職場です。

● こんな仕事をしています
行政・民間・医療機関に対し「コンサルティング営業」を行
い、主に「地方公共団体情報サービス」「システムソリュー
ションサービス」「医療情報サービス」の各分野でシステ
ム開発を行っています。

● こんな人を募集しています
システム開発において、設計及びプログラミングに関する
知識・能力は不可欠ですが、当社はむしろコミュニケー
ション能力を重視しています。

山二システムサービス株式会社
〒010-1427
秋田市仁井田新田2-16-3
http://www.yamani-system.co.jp/

当社は地方公共団体様向けシ
ステムと医療情報サービスシス
テムの開発・導入・保守業務
を行っております。開発から保
守まで幅広く行っているため、
それぞれの得意に応じた仕事が
できます。また先輩社員にも気
軽に相談できる環境が整ってお
り、資格の取得も推奨しているので、エンジニアとして
スキルアップしやすい会社です。私はよく能代市の実家
に帰るのですが、休暇が取りやすいので仕事もプライ
ベートも大切にできます。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞

リコーITソリューションズ株式会社
秋田事業所

● こんな会社です！
秋田に住みながら最先端・グローバルなソフトウェアを開
発しています！

● こんな仕事をしています
複写機、各種プリンティング製品、カメラといった多種多
様なリコー製品に組み込まれている制御ソフトウェアの開
発･検証、リコーの新規事業やソリューション･クラウドサー
ビス事業におけるソフトウェアの開発･保守、リコーグルー
プの社内ITインフラの構築･運用･保守など、ＩＴプロフェッ
ショナル集団としてＩＴでリコーグループを支えています。

● こんな人を募集しています
自ら考え、自分の言葉で語り、自ら行動できる人
日々進歩し続ける技術や知識を吸収し、プロフェッショ
ナルとして価値を高め、自己成長をはかりたい方は私た
ちとともに頑張りましょう！

リコーＩＴソリューションズ株式会社
本　　　社：横浜市都筑区新栄町16-1
秋田事業所：秋田市大町3-5-1
https://www.jrits.co.jp/

地元秋田で学生時代に学んだ
ことを生かせるような仕事を探
していたところ、当社にたどり
着きました。手厚い福利厚生と
充実した研修制度により、じっ
くり着実に成長したい私にとっ
て、もってこいの会社です。

キラリ★エースのひと言

＜ 秋田市 ＞

 企業メッセージ「人のそばに、夢のそばに。」
の実現に向けて、進化する顧客ニーズに

対応した、安全な情報システムをご提供します。

人・情報・信頼を技術でつなぐ
イノベーション企業へ

ICT企業特集 ～秋田で輝く★ICT企業をご紹介します～


