
技術者募集一覧 2020/8/6

項番 業務概要 業務領域 参画時期 終了予定 要件(スキル、経験年数等） その他要件 最寄駅
最寄駅からの移

動時間
エンドユーザ

業種
備考

1 インフラ運用（PMO) SE 随時 長期参画が可能 【スキル】
　　・インフラ設計（Windows、Linux、Unix設計や運用・保守に関するスキル
　　・PM力
　　・対人折衝力
　【業務内容】
　　・ホスティングサーバの引合・構築業務
     →　ホスティング（仮想・物理）サーバのサイジング・インフラ設計
     →　アプリ担当との各種調整・依頼
     →　構築ベンダとの各種調整・依頼
     →　構築担当BPとの各種調整・依頼
     →　プロジェクト管理（進捗・課題等）

京阪西三荘
地下鉄大日
地下鉄守口

10～15分 製造業（電気）

2 基幹システム刷新
（電力小売専用顧客管理
システム）

SE、PG 2020年12月～ 終了時期は未定（長
期）

・Java
・Javaフレームワークによる開発経験（struts経験者はベスト）
・コミュニケーションスキル

担当チーム
OSS刷新

地下鉄阿波座
肥後橋

10分 電力会社様

3 基幹システム刷新
（電力小売専用顧客管理
システム）

SE、PG 2020年12月～ 終了時期は未定（長
期）

・Java
・Javaフレームワークによる開発経験（struts経験者はベスト）
・コミュニケーションスキル

担当チーム
受付システム新増設刷新

地下鉄阿波座
肥後橋

10分 電力会社様

4 基幹システム刷新
（電力小売専用顧客管理
システム）

SE、PG 2020年12月～ 終了時期は未定（長
期）

・Java
・Javaフレームワークによる開発経験（struts経験者はベスト）
・コミュニケーションスキル

担当チーム
シミュレーションサイト

地下鉄阿波座
肥後橋

10分 電力会社様

5 基幹システム開発 SE３名 2020年12月～ 終了時期は未定
（最短でも2021年末）

基幹システム（経理）刷新に伴う、プログラム改善・新規作成作業
＜MUST＞
・上流（要件定義）作業ができる、・要件定義成果物を生産性高く作成できる、・議事録が書ける、
・Java案件の経験あり（Javaの単体テスト仕様書、テスト結果のレビューができる）、・オンライン系フレームワークを
利用した開発案件の経験あり
＜WANT＞
・大規模プロジェクト開発プロセスの経験（要件定義～テスト工程までの一連の作業について経験あり）、
・Java言語によるコーディング・単体テスト作業の経験あり、・電力会社　基幹重案件の経験者、・経理・会計・債権債
務業務の経験（無くても、知識の吸収が早ければ問題ありません）、・EXCELマクロで成果物・作業プロセスの生産
性・品質を上げるツールが作成できる、
・Nexawebを使用したフロント開発の経験あり

職場説明回数　1回
勤務時間　8:50 - 17:30
基本設計フェーズ（2020年9月以降）で、更に
PGも含めた追加要員提案が可能であれば、
併せて提案をお願いしたい。

大阪市北区梅田
（お客様先常駐）

電力会社様

6 経理システム統合プロ
ジェクト

SE１名 即（相談可） 終了時期未定
※1年以上の長期想
定（スキルによる）

経理システム統合プロジェクトにおけるフレームワーク構築・DB設計
アーキテクト要員
＜MUST＞
・オンライン系フレームワークの利用、クラス設計(UMLなど)の経験、・Java(Spring、Webサービス等)の利用経験
・最新の技術トレンドを鑑みた提案・検証・課題解決・Fit&Gap・要件定義・設計・実装の作業が出来る方、
・パフォーマンスチューニング(Java、データベース)の実施経験
＜WANT＞
・大規模プロジェクト開発プロセスの経験、・JUnitなどのテスティングフレームワーク使用経験、
・SpringなどのDIフレームワーク、アスペクト指向、Hibernate等O/Rマッピングなどの使用経験、・Webサービスを利用
したシステム構築経験(JSON、SOAP、JMS、RESTなど)
・フレームワークのパフォーマンスチューンニング経験、・マルチブラウザ対応経験(IE、Firefoxほか)、・JBoss、
Tomcat等、Application  Serverの使用経験、・Linuxの操作経験

・本募集＋会計有識者もしくはＪava－SEとの
チーム体制（3～4名）での提案大歓迎
・商流制限がある場合がございます
・国籍は問いませんが、お客様と普通にコ
ミュニケーションが取れる方を希望します
・2020年9月に大幅増員の可能性あり
・職場説明回数：1回
・始業時間：09:00～17:30（予定）

大阪市内を予定
※但し人数によ
り神戸等の可能
性あり

電力会社様

7

DynamicsNAV保守支援

SE１名 2020年8月～ 2022年度まで
※長期参画が可能

・ERPパッケージ(DynamicsNAV)の海外拠点展開　⇒　DynamicsNAVの設計・開発は外部ベンダーが担当するた
め、上流工程および受入が主な作業となります
・ERPパッケージ導入済拠点(インド、上海)の保守
＜MUST＞
・基幹システム構築案件の経験がある（主に販売、購買、生産管理、在庫、原価管理、会計などの領域の経験）
・上流工程の経験がある
＜WANT＞
・チームリーダーまたはサブリーダー経験がある
・中国語が話せる、・英語が話せる、・会計知識保有(仕訳、原価計算など簿記3級程度でよい）
・オフショア(または開発ベンダー)を使って開発をした経験がある

・職場説明回数：2回（なるべく１日で調整しま
すが別日程の可能性もございます）
・標準勤務時間　09:00～17:30
・働き方改革実施中のお客様です

お客様先常駐
（神戸：ポートア
イランド）

製造業（化学）

1/4



技術者募集一覧 2020/8/6

項番 業務概要 業務領域 参画時期 終了予定 要件(スキル、経験年数等） その他要件 最寄駅
最寄駅からの移

動時間
エンドユーザ

業種
備考

8 基幹システム再構築プロ
ジェクト

SE１名 即（相談可） 終了時期
未定
（長期希望）

現行基幹システム保守作業にて使用しているJiraの運用・管理業務
＜MUST＞
①バージョン管理システム(VCS)の運用経験(代表的なソフトウェア:Git、Mercurial、SVN、preforce )
②課題＆プロジェクト追跡ソフトウェアにおける運用経験、特にワークフロー作成経験者(代表的なソフトウェ
ア:Redmine、Trac)
＜WANT＞
①Bitbucketの運用経験
②Jira　のスキルを保有している、運用経験がある(現在のJira のバージョンはv7.12.1)

■職場説明回数：2回
■残業はMax20時までで8割方のメンバーは
18-19時で退社されています
■風紀面等で制限がございます
Jira：
https://www.atlassian.com/ja/software/jira

本町（お客様先
プロジェクトルー
ム常駐）

精密機器製造・
販売会社様

9 次期基幹システム構築
（販売・生産・原価・債権債
務・会計)

SE/PG　複数名 2020年7月～ 2022年8月（予定） mcframe導入における要件定義～サービスインの一連の作業
生産、もしくは販売の導入コンサル
 ※順次要員体制は拡大。拡大要員についても募集　　　 ※要件定義体制　MIN7名　～  MAX23名になる想定
＜MUST＞
・mcframe経験者
・生産管理システムのリーダー経験者、コンサル経験者
＜WANT＞
・mcframe以外のパッケージ経験者
・販売管理経験者
・上流工程経験者

・職場説明回数　1回
・勤務時間9:00～17:30(弊社本社の場合）
・アドオン開発では持ち帰り可能。（大規模な
開発ボリュームとなる見込み）
・お客様先への出張あり（本社；大阪市、工
場：四日市）
・複数名の参画可能。上位者および経験浅
い方との組み合わせ（体制提案）可能
・当初プロジェクト拠点は弊社本社であるが、
フェーズにより大阪でのサテライトオフィスの
可能性あり

神戸市灘区（弊
社本社）

XX産業株式会社
様

10 蓄電池量産化対応 SE１名 2020年7月～ 終了時期
未定

蓄電池量産化に伴うシステム対応（Web/Java/Oracle、お客様独自フレームワーク使用）
＜MUST＞
・OCJP（Oracle Certified Java Programmer）： Bronse以上を保有する方
・Javaによるオブジェクト指向の開発経験が4年以上ある方
・RDB（Oracle）を利用した開発経験のある方
・タブレット（android系）開発経験あり
＜WANT＞
・Javaクラス設計経験者
・Oracle Master 資格取得（Bronze以上）

・WEB系の大規模基幹システムで利用されて
いるフレームワークの知見が得られる
・職場説明回数：1回(2回の可能性もございま
す)
・始業時間：9：30～18：30
・京都駅からバスで15分

京都市伏見
（竹田）

ＸＸＸＸ株式会社

11 経理システム統合プロ
ジェクト

SE１名 2020年7月～ 終了時期未定
※1年以上の長期想
定（スキルによる）

経理システム統合プロジェクトにおける基本設計～詳細設計
作業内容：経理システム基本設計書作成
会計有識者
＜MUST＞
・日商簿記３級程度or仕訳(商業簿記）を理解していること
・お客様と会計設計についてレビュー、コミュニケーションが取れること
・JAVA設計、開発経験

・本募集＋アーキテクトもしくはＪava－SEと
のチーム体制（3～4名）での提案大歓迎
・商流制限がある場合がございます
・国籍は問いませんが、お客様と普通にコ
ミュニケーションが取れる方を希望します
・2020年9月に大幅増員の可能性あり
・職場説明回数：1回
・就業時間：09:00～17:30（予定）

大阪市内を予定
※但し人数によ
り神戸等の可能
性あり

電力会社様

12 運用保守支援 SE１名 2020年7月～ 終了時期
未定
（長期希望）

製造実行システム(MES)の運用保守業務
作業内容：
　　(1)  問合せ対応、マスタ設定等の作業依頼対応、および各種調査などの保守作業
　　(2)  開発システムのリリース作業、運用テスト支援等のオンサイトでの支援作業
＜MUST＞
【経験】：システム開発経験があり、システム運用保守を実施できること
【コミュニケーションスキル】：対人コミュニケーションが良好なこと
【サーバー】：Windows Server
【データベース】：SQLServer　　※SQLでのデータ操作
＜WANT＞
【経験】：製造実行システム(MES)パッケージ『Apriso』の開発、または運用経験（無くても教育可能）
　　　　　お客様からの相談もある可能性があるため、SE経験が望ましい
【業務知識】：製造実行業務(製造、倉庫入出庫、出荷等に関わる業務）
【スキル】：ExcelなどのVBA、マクロ開発経験

・IBM口座有りで、貴社正社員または契約社
員限定
・オンサイトで最低２名が常駐して作業を実
施します
・対象システムは、パッケージ『Apriso』で構
築されていますが、未経験でもOKです
・基本、開発業務は実施しません
・主体的に業務を行える方
・健康面に問題のない方
・2020年10月～　または　2021年1月以降で
も調整可（Ｑ初月からの参画を希望します）
・職場説明回数：1回
・就業時間：9:00～17:30（昼休み45分、休憩
10分）

五日市工場（広
島県）
五日市駅(JR、広
島電鉄)　※社用
バス10分　　（徒
歩30分）

ＸＸＸ建設機械

13 原価システム導入 "SE1名
・弊社が導入した
mcframeXA原価
システムの移植
作業、テスト
・周辺システムと
のIFプログラムの
開発、テスト
・データ移行"

2020年7月～ 2021年4月 must）PL/SQL、Javaの設計、開発経験あり
WANT）mcframeXAの開発経験あり
・システム導入ではなくシステム移植なので、mcframeの開発経験があればよいが必須ではありません。
・弊社が導入した原価システムの移植作業であり、コベルコにノウハウがある案件です。
・次フェーズ(設計・開発)増員予定あり。

勤務時間
9:00～17:30

JR灘駅
阪神岩谷駅

5分 医療関係 エンドユーザとの打合せ
は基本WEB会議
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14 確定拠出型年金システム
の アプリケーション保守・
開発 ＜売買サブシステム
＞

SE1名
DB2、COBOL

2020年7月～ 長期 【MUST条件】 ・確定拠出型年金システムのア プリ保守・開発経験（１年以上） ・メインフレーム経験（z/OS） ・
COBOL、DB2の開発経験 ・コミュニケーションスキル重視 ・受け身ではなく、積極的に学習 して業務内容を理解で
き、主体 的に作業を進められること。
【WANT条件】 ・年金システムのアプリ保守・開 発経験 ・年金以外の金融系（銀行、保 険等）システムのアプリ保守・
開 発経験 ・臨時対応（緊急的なJCL作成 や実施）経験

・外国籍不可 ・社員・契約社員限定 ・自身の
作業について 進捗管理が出来ること
※顔合わせ回数　：２ 回 ※年齢制限　：40歳
代 後半まで

茅場町 （徒歩10
分） または 大崎
（徒歩5分）
（いずれもお客
様先）

15 基幹システム再構築プロ
ジェクト
現行海外営業支援システ
ム（C#.NET）改善・保守・
運用

SE２名 即（相談可） 終了時期
未定
（長期希望）

■オープン系言語にてシステム開発経験あり（C#.NET開発経験4年以上）
■能動的、主体的に行動がとれる
■健康面・勤怠面で過去問題がない
■コミュニケーション能力が高い方
■前向きで柔軟な思考を持っている

■職場説明回数：2回
お客様からのご要望により、20歳代後半から
45歳未満の方を希望します
■風紀面等で制限がございます

本町（お客様先
プロジェクトルー
ム常駐）

精密機器製造・
販売会社様

通常時の勤務であれば、
残業はMax20時までで8割
方のメンバーは18-19時で
退社されています

16 基幹システム再構築プロ
ジェクト
生産管理システム設計・
開発（RPG）

SE２名 即（相談可） 終了時期
未定
（長期希望）

【MUST条件】
・RPGⅣまたはILERPGでの開発経験者
・RPG言語を使用したシステム設計・開発経験あり（最低3年程度）
・コミュニケーション能力が高い方
・健康面・勤怠面で過去問題がない方

■職場説明回数：2回
お客様からのご要望により、20歳代後半から
45歳未満の方を希望します
■風紀面等で制限がございます

本町（お客様先
プロジェクトルー
ム常駐）

精密機器製造・
販売会社様

通常時の勤務であれば、
残業はMax20時までで8割
方のメンバーは18-19時で
退社されています

17 システムのインフラ設計 SE1名

作業範囲
・要件定義
・設計
・テスト
・各種調整

2020/9～ 長期 【MUST条件】
・WindowsServer、RHEL、UNIX(主にAIX)
・インフラ系プロジェクトにおいて以下の経験、または知識がある方
　要件定義、設計、テスト、構築、移行、他チームとの調整

積極性、明るさがある方

指示待ちではなく、自分から動ける方

・35歳前後くらいまでの若手

チーム間での調整が多いため、コミュニケー
ション能力が高い方

九段下 5分 外資系生保

18 生保社内システム
構築/保守

SE1名

インフラ系システ
ムの構築/保守

2020/9～ 長期 【MUST条件】
・以下の製品の内、2つ以上の経験、または知識のある方
　WAS、MQ、WebSEAL、Apatch、Tomcat、TIM、TAM、SiteMinder、
  ILMT,BIG-IP

【WANT条件】
・SIM/SAM(旧TIM/TAM　Tivoliの認証認可製品)
・ILMT(IBM　License Metric Tool)

・コミュニケーション力
・積極的に動ける方

・40代前半

品川 5分 外資系生保

19 生保社内システム
構築/保守

SE　1名

インフラ系システ
ムの構築/保守

2020/9～ 長期 【MUST条件】
・WASの構築、パッチ適用経験、または同等の知識
もしくは
・Oracle、DB2の構築、パッチ適用経験、または同等の知識

積極性、明るさがある方

指示待ちではなく、自分から動ける方

外資系なので、英語ができる方だと良い。

・外国籍可能
ただし、アジア圏はNG

・35歳ぐらいまでの若手

・参画までに2週間ほど時間がかかる

品川 5分 外資系生保

20 某大手銀行
分散系システム基盤構築

SE 1名

AIXシステム上で
の基盤構築
（OS、MW）
及び運用機能設
計/製造/テスト

2020/09～ 長期 【必須】AIX 設計/構築スキル

【必須】kshシェル開発経験

【必須】以下のMWのうち何れかの構築経験
　　　　WAS/IHS、MQ、Oracle、JP1、TSM、HULFT

大崎
※品川、五反田
より
シャトルバスあり

5～10分 銀行
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21 某大手クレジットカード会
社
基幹システムzOSバージョ
ンアップ案件

SE 1名

z/OS V2.1から
V2.3へのバー
ジョンアップ
非互換調査～移
行まで

2020/07-
2021/09

長期 z/OS OS周りのシステム保守又は構築経験者

【その他】
・チーム体制規模：OS Vupで5名　別途現行保守体制あり。
・同時にTWSVup予定。そちらは保守メンバーにて対応予定。

深川
（最寄り駅：清澄
白河駅、
門前仲町駅から
徒歩10分強）

10分強 カード

22 某大手銀行
分散系システム基盤構築

SE1～2名

RHELシステム上
での基盤構築
(OS、MW)
及び運用機能設
計/製造/テスト

2020/07-
2021/03

【必須】RHEL 設計/構築スキル
【必須】ksh又はbashシェル開発経験

大崎
※品川、五反田
より
シャトルバスあり

5～10分 銀行

23 某大手WEBサイト(ECサイ
ト)の開発業務全般(新規
開発・保守)

基本設計〜テストまで2020年9月～ 長期 【必須スキル】
　　・Java(3年以上)、Oracle、Spring等
　　・30代希望ですが、経験により相談可
　　・勤怠・コミュニケーション問題ない方
　　・1人称で対応可能な方
【歓迎スキル】
　　・ECプロジェクト経験の方　※マネージメント経験者尚可

千代田区(総武
線沿線)

確認中

24 某銀行システム更改対応 設計構築 2020年9月～ 2021年12月 【必要スキル】
　・クラウド設計構築経験
　・システム監視・ジョブ設計構築経験

【関連製品】
　・クラウド（AWS）
　・監視製品（Systemwalker Centric
Manager）
　・ジョブ製品（Systemwalker Operation
Manager）

顧客先(江東区)

25 官公庁系システムリプ
レースの設計・テスト支援

詳細設計、テスト2020年9月～ 11月
(場合により)2021年3
月

【対象製品】CISCO製L2、L3スイッチ
　　　　　IPCOM
【必要スキル】
　＜必須＞
　　ネットワーク設計経験者（一人で設計が行える方）
　　ネットワークTMのリーダが出来る方(体制はリーダ含め2名)
　＜尚可＞
　　IPCOM設計経験者

顧客先(港区)

26 旅行サイトWebシステム再
構築

PHPで出来てい
る現行システム
をJavaで再構
築。

参画時のフェー
ズは基本設計で
すが、チームメン
バーと共にPGと
して参画していた
だくことを希望。

9月～ 2021年12月 ・JavaによるWebシステム開発経験のある方
　　※4〜5年が望ましい
・詳細設計以降のご経験

浜松町
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