
採用情報シート

事業内容

ＵＲＬ 35.0 歳

職種詳細

採用状況

具体的な
仕事内容

ここが会社の
自慢

求職者にひと
こと

求める資格①

求める条件

円 ～ 円

試用期間

別途手当

交通費

社会保険

退職金

① 09 ： 00 ～ 18 ： 00 休憩 60 分 実働 08 時間 00 分

② ： ～ ： 休憩 分 実働   時間   分

③ ： ～ ： 休憩 分 実働   時間   分

④ ： ～ ： 休憩 分 実働   時間   分

勤務地詳細

応募方法

選考方法

特記・備考

〒 XXX -
【最寄駅】

ＴＥＬ
ＦＡＸ

　　　　　《応募する求職者の方へ》上記応募条件は、面接時に再度ご確認ください。

　　　　　なお、採用された方は、ジョブカフェちば（047-426-8473）まで、ご連絡をくださいますようお願いいたします。

              チバ　タロウ XXX-XXX-XXXX
△△部△△課  千葉　太郎 XXX-XXX-XXXX

メールアドレス recruit@jobcafe.co.jp

株式会社ジョブカフェ（千葉県△△市△△町XX-X）

電話連絡後、履歴書・職務経歴書を郵送してください。

面接（1～2回程度）、適性検査

随時、会社説明会を行っています。お電話にて、日時等ご確認下さい。

応募先

XXXX 千葉県△△市△△町XX-X

△△線△△駅徒歩×分

株式会社ジョブカフェ

担当者

有
車通勤可、寮、資格取得援助、社員旅行、育児休業、介護休業

勤務時間

残業有：月平均20時間程度

休　日
週休2日制　土曜日・日曜日・祝祭日

休日備考

休日：毎週日曜日、土曜日はシフト制
（月2回程度出勤）
年間休日：110日

夏期･年末年始

有（3ヶ月）／給与変更あり（月給170,000円）

時間外手当、資格手当（5,000円～）、家族手当、住宅手当

交通費支給（月50,000円まで）

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険

待　遇
昇　給 1回 賞　与 2回

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）【必須】
求める資格②

ＩＴパスポート【あれば尚可】

ソフトウェア開発の経験がある方【あれば尚可】

給　与

月給

給与備考180,000 250,000

中途採用(学歴不問／正社員経験不問／未経験者歓迎) 採用人数 3人

【具体的な仕事内容】パッケージソフトの開発です。１から作成するのではなく、現在あるパッケージを基礎に作成
します。
レセプト（医療）関連のパッケージですが、専任の担当者と一緒に開発を行いますので、当初は医療の専門知識
は必要ありません。未経験の方でも安心して応募してください。3ｹ月の研修期間で基礎的なスキルを身につけて
いただきます。
【取扱商品・サービス】レセプト（医療）関連のパッケージソフトの開発。

【ここが会社の自慢】システムエンジニアの専門集団です。業務知識の豊富なスタッフが医療、公共、製造、販売、
流通の分野で、プロジェクトマネージャーとしてノウハウを提供しています。
【こんな仲間と働く】前向きで明るい雰囲気で仕事をしていますが、社員一人一人プロ意識を持って行動していま
す。小さな会社ではありますが、元請ディーラーからの信頼も厚く、パートナー企業として期待されています。
【こんなことが身につく】能力やレベルに応じたＯＪＴの実施で、自然なかたちでスキルアップを目指します。業種・
業務知識が身につきます。基本情報処理、プロジェクトマネジメントなどの資格取得も可能です。

【求職者にひとこと】「やる気」さえあれば、いくらでも機会が得られる職場です。将来は管理職かエンジニアとして
専門職をめざすかのキャリアプランも視野に入れて頑張ることも可能です。しっかりスキルを身につけ、一緒に成
長していきましょう。
【期待していること】当初は「出来る人」のスキルや知識をＯＪＴで学んで下さい。与えられた仕事をこなすだけでな
く、自ら考え工夫して行動してほしいです。将来的に自らプロジェクトを管理できるようになったら、後進の指導もお
願いしたいと思っています。

ソフトウェア開発

http://www.jobcafe.co.jp 従業員数 18人 平均年齢

ソフトウェア開発 正社員

No.2000XXXX-XXX

社　名
ジョブカフェ

株式会社ジョブカフェ

これは見 本です。

『採用情報登録シート』に

ご記入・ご入力ください。
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【最寄駅】

ＴＥＬ
ＦＡＸ

　　　　　《応募する求職者の方へ》上記応募条件は、面接時に再度ご確認ください。

　　　　　なお、採用された方は、ジョブカフェちば（047-426-8473）まで、ご連絡をくださいますようお願いいたします。

              チバ　タロウ XXX-XXX-XXXX
△△部△△課  千葉　太郎 XXX-XXX-XXXX

メールアドレス recruit@jobcafe.co.jp

株式会社ジョブカフェ（千葉県△△市△△町XX-X）

例：電話連絡後、卒業見込証明書・成績証明書を郵送して下さい。／企業説明会にお越しください。説明会等については、電話にてお問い合わせ下さい。

面接（1～2回程度）、適性検査　※選考（面接・試験）開始は、2019年6月1日以降です。

例：■企業説明会予定：2019年4月13日・・・・・・／企業説明会への参加は任意です。企業説明会への参加は選考プロセスに
影響ありません。

応募先

XXXX 千葉県△△市△△町XX-X

△△線△△駅徒歩×分

株式会社ジョブカフェ

担当者

有
車通勤可、寮、資格取得援助、社員旅行、育児休業、介護休業

勤務時間

残業有：月平均20時間程度

休　日
週休2日制　土曜日・日曜日・祝祭日

休日備考

休日：毎週日曜日、土曜日はシフト制
（月2回程度出勤）
年間休日：110日

夏期･年末年始

有（3ヶ月）／給与変更あり（月給170,000円）

時間外手当、資格手当（5,000円～）、家族手当、住宅手当

交通費支給（月50,000円まで）

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険

待　遇
昇　給 1回 賞　与 2回

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）【必須】
求める資格②

給　与

月給

給与備考

新卒初任給額：2020年度予定

【大学院卒】230,000円　【大学卒】210,000円
【短大・専修各種卒】205,000円

【高専卒】180,000円

180,000 230,000

新卒採用2020年(大学院／大学／短大／専修各種／高専) 採用人数 3人

【具体的な仕事内容】当初3ヶ月間は、座学での研修を行います。社内研修、社外研修を通じ、社会人としてのビジ
ネスマナーから、技術的な専門知識まで広く学びます。その後、開発現場に配属され、チームで仕事をしながら、
知識や技術を習得し、いくつかの開発現場をジョブローテーションしながら、経験を積んでいきます。情報系出身で
なくても心配はいりません。文理は問いません。様々な人材が集うことで、会社も人も共に成長を目指します。
【取扱商品・サービス】医療関連のパッケージソフトの開発。

【ここが会社の自慢】システムエンジニアの専門集団です。業務知識の豊富なスタッフが医療、公共、製造、販売、
流通の分野で、プロジェクトマネージャーとしてノウハウを提供しています。
【こんな仲間と働く】前向きで明るい雰囲気で仕事をしていますが、社員一人一人プロ意識を持って行動していま
す。小さな会社ではありますが、元請ディーラーからの信頼も厚く、パートナー企業として期待されています。
【こんなことが身につく】能力やレベルに応じたＯＪＴの実施で、自然なかたちでスキルアップを目指します。業種・
業務知識が身につきます。基本情報処理、プロジェクトマネジメントなどの資格取得も可能です。

【求職者にひとこと】「やる気」さえあれば、いくらでも機会が得られる職場です。一緒に考え、行動し、成長していき
ましょう。
【期待していること】多くを学び、やがて周囲に影響を与えるような人材となってほしいです。将来的に自らプロジェ
クトを立ち上げ、推進していくような人材となることを期待しています。

ソフトウェア開発

http://www.jobcafe.co.jp 従業員数 18人 平均年齢

ソフトウェア開発 正社員

No.2000XXXX-XXX

社　名
ジョブカフェ

株式会社ジョブカフェ

これは見 本です。

『採用情報登録シート』に

ご記入・ご入力ください。

◆以下は、記載ができません（応募方法欄）◆

採用のための実質的な選考を行う活動に関すること。

採用のために参加が必須となる活動に関すること。

※ただし、6月1日以降は記載できます。

◆選考方法欄について◆

※印以降は当方で必ず記載いたします。


