
学生  IT企業
　　交流会

2
令和3 年

オンライン 開 催
Web 会議ツール「Zoom」 使用

月15日（月）13:00〜16:30
日 時

形 式

PC・タブレット・スマートフォン
※安定したインターネット接続がある環境でご参加ください。
※PC からのご参加がおすすめです。

推 奨
環 境

㈱ IAC ソリューションズ
㈱アイセル
㈱アフロシー
㈱ ANDCO
㈱ EWM ファクトリー
㈱イーバイピー
㈱ウェアサーブ
㈱大西
カラビナテクノロジー㈱

㈱キーワードマーケティング
木村情報技術㈱
グローバルブレインズ㈱
㈱ココト
㈱佐賀 IDC
㈱佐賀電算センター
Citynow Asia ㈱
㈱スチームシップ
タイムカプセル㈱

ダットジャパン㈱
㈱ティエスイー
㈱ BTM
福博印刷㈱
㈱プライム
㈱ LIGHTz
㈱ワールドソフト・イーエス

参加企業

【主催】佐賀県・佐賀市
【問い合わせ】佐賀市役所 工業振興課 工業振興係　TEL:0952-40-7101　E-mail:kogyo@city.saga.lg.jp

Students & 
ITcompanies
Socializing

リモート配信で
お届けします！

必ず開催時間までにZoom環境のテスト（カメラ・マイク）を行った上でご参加ください。

当日開会時は、参加者側のマイクを「ミュート」にしておいてください。

この交流会の配信の全部または一部を録画や録音、撮影し、SNS等にアップすることはできません。

当日のチェック事項　～交流会をスムーズに開催し、みなさんで楽しむために～

（企業紹介記事のみ）

（企業紹介記事のみ）

今 回 の 交 流 会 は オ ン ラ イ ン 開 催 と な り
参 加 企 業 が 一 部 変 更 と な り ま し た 。
何 卒 ご 了 承 の ほ ど お 願 い 申 し 上 げ ま す 。
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株式会社 IACソリューションズ

◆株式会社 IACソリューションズ
代表者：木村 邦裕
資本金：1,530 万円
従業員数：43 人（男性 31 人・女性 12 人）
本社所在地：東京都新宿区大久保 2-5-22
セキサクビル 7階
事業内容：システムインテグレーション業、アウトソー
シング業、イベント企画業
直近の売上：13億 6,300 万円
利益：1,300 万円
http://www.iacsol.co.jp/

　佐賀県伊万里市より企業誘致のお誘いをいただき、
進出協定を締結し、2020 年 5 月に伊万里オフィス
を開設しました。現在、7 名の佐賀県出身者が就業中
です。
　主な業務はシステム開発（ソフトウェアおよびハー
ドウェア）、アウトソーシング業、イベント企画などで、
官公庁、大手通信キャリア、放送局など取引実績があ
ります。
　週休 2 日制の採用、 月の平均残業時間は 20 時間以
下。社員の生活を充実させることが良い仕事につなが
る、と考え、ワークライフバランスを重視しています。
　エンジニアの採用におきましては、PC スキルよりも
ヒューマンスキルを大事にしています。未経験者から
でもきちんと学べる教育制度もあります。会社の雰囲
気は、社長との距離も近く、とても活気があります。
BBQ イベントやフットサルが行われるなど、社員間の
交流もあり、明るい雰囲気の会社です。

こんな方を求めています！

・個人プレーではなく、チーム一丸、会社全体
を意識して行動できる方
・勉強が好きな方（例えば、わからなかった英
単語が読めるようになるように、できなかった
ことができるようになることに喜びを感じる 
など）
・初めて会う人にも話しかけることができる方
・人と話すことが好きな方
・新しいことへのチャレンジができる方

ラスベガスで開催されたAmazon社の新製品発表会に参加（2019年）

社内研修の様子

社内交流としてBBQを開催しました！（2019 年）

官公庁や通信業などシステム開発実績多数！
PCスキルよりコミュニケーション力を重視

詳しくは→ IAC ソリューションズ
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◆株式会社アイセル　　　　　　
代表者：草川 麗子　　　　　　
資本金：1億円
従業員数：139 人（男性 115 人・女性 24 人）
本社所在地：東京都台東区上野 3-24-6
上野フロンティアタワー　12Ｆ
佐賀ソリューションセンター：佐賀市駅前中央 1-6-25
佐賀東京海上日動ビル 3F
事業内容：ソフトウェア開発
直近の売上：13億円
利益：7,200 万円
https://www.aisel.ne.jp/

　1989 年創業のソフトウェア開発会社です。企業向
け iPad アプリ、在庫管理システム、金融系のシステム
など幅広いソフトウェア事業を展開しています。企業
がめざしているのは、人を思いやる気持ちを大切にし
たソリューションの創造。共に考え、共に幸せに暮ら
していける未来づくり。2015 年に設立した佐賀ソ
リューションセンターでは東京と連携して、最新の技
術でさまざまな開発を行うことができます。
　企画から開発まですべて自社のチームで行うプロ
ジェクトのため、スキルに合わせたステップアップが
可能です。段階に応じた研修制度が充実、チームワー
クを重視する社風です。
　明るい雰囲気の社内で、佐賀ソリューションセンター
勤務の SE は若いメンバーも多く、ボウリングや釣り
などのオリエンテーションも積極的に行っています。
社内見学や若手社員との座談会の機会も設けますので、
お気軽にお問い合わせください。

こんな方を求めています！

・能動的且つ自発的に行動できる方
・チームワークが取れる方
・人と関わりをわ持ちながら仕事することを好む方
・ITへの関心があり、楽しみながら仕事ができる方

2015 年に設立した佐賀ソリューションセンター

佐賀ソリューションセンター社内の様子

企業のふるさと納税に対して佐賀県から感謝状を頂きました

100%社内で開発。最新の技術を使い、
東京本社と連携したソフトウェア事業を展開

詳しくは→ 株式会社アイセル　　　　　　　　　　　　　　　　　　

株式会社アイセル

5



株式会社アフロシー

◆株式会社アフロシー
代表者：上田 一雄
資本金：2,100 万円
従業員数：50 人（男性 30 人・女性 20 人）
本社所在地：東京都千代田区東神田 2-2-1 NMビル 2Ｆ
佐賀事業所：伊万里市立花町 3448-8 バンリビル 303
事業内容：本社および顧客サイトにおける WEB 関連
システム開発、パッケージソフトウェア開発、システム
保守業務等
直近の売上：3億 6,770 万円
利益：50 万円
https://www.afroci.com/

　2012 年の設立以来、工場管理Web アプリケーショ
ン、人事管理パッケージシステム開発、マイクロ水力
発電遠隔監視システムなど多数のシステム開発実績を
有し、企業の業務効率化をサポートするシステム・ア
プリケーションの開発・運用を事業の主軸としていま
す。急増するモバイルアプリ開発案件など最新技術に
も対応できるシステムエンジニアが活躍しています。
　プロジェクト手当、役職手当、資格取得支援制度など、
社員のモチベーションを高める制度を設けています。
また、社員間の交流を深めるためのイベントを開催し、
社内の環境づくりに注力しております。
　2021 年、伊万里市に支店を開業いたします。自分
から「考える」「質問する」「実行する」ことができる
人はどのような会社にも重宝されると考えます。最初
はなかなか思うようにできなくても、我々と一緒に仕
事をして専門知識をつけ、プロフェッショナルとして
成長していける人を求めています。

こんな方を求めています！

・常に前向きに物事を考え、高いモチベーションを
持つことで、自らの能力を高めていこうとする方
・高い分析能力を持ち、物事の本質を究めたいと考
えている方
・素直な視点で物事を見つめることのできる方
・常に問題意識を持ち、世の中のニーズに「気づく」
ことのできる高いアンテナを持っている方
・世の中にインパクトを与える、新たな価値提供の
一端を担いたい方

2020 年 11 月、伊万里市と進出協定を締結

株式会社アフロシーの受付（本社）

令和元年社員旅行。富士山にも登りました

2021年春、伊万里市で操業開始。
顧客ニーズに即したWebアプリなどを開発

詳しくは→ アフロシー
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株式会社ANDCO

◆株式会社ANDCO
代表者：江口 英希　　　　　　
資本金：500 万円
従業員数：14 人（男性 9人・女性 5人）
本社所在地：佐賀市卸本町 4-2 スクエア佐賀ビル 3階
事業内容：ウェブソリューション、デジタルマーケティ
ング、映像制作、オンラインイベント、オフショア、
アウトドア事業
直近の売上：1億円
https://andco-web.jp
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こんな方を求めています！

・若くして責任ある仕事に挑戦したい人
・自分で事業を作りたいという意欲のある人
・フットワークの軽い人、新しいことに挑戦したい人
　当社には自分で挑戦できる環境があります。また、
今はコロナで行けませんが、入社後は国際感覚を身に
つけていただくためのベトナムラボへの出張など、場
所にこだわらない仕事をしてもらいたいと思います。
　まだまだ若い会社です。会社を創る経験は今しか
できません！「共に会社を成長させる」そんな人材
を求めています。

ぜひワーケーション制度を利用して新しい発見をしてください

社内は音楽が流れ、カフェのようです

ベトナムスタッフとホーチミンの夜を堪能できます

少数精鋭でWebサイト制作や ITイベントも。
県内本社の企業で唯一ワーケーションを導入

詳しくは→ ANDCO

　企業規模は小さくとも、スタッフ全員がプロフェッショ
ナルとして大手企業のWEBサイト制作やデジタルマーケ
ティング支援・運用、映像制作、イベントオペレーショ
ンなどを手掛けています。
　九州では数少ないオンラインイベントの運用実績が多
い会社で、県内だけでなく他県からの引き合いも多数。
あまり社名が表に出ることはないですが、常に新しくク
オリティの高い仕事を提供できるように努めています。
　また、佐賀県に本社を置く企業では唯一のワーケーショ
ン導入企業です。規定を満たしたワーケーション制度を
利用するスタッフには会社より補助金の制度もあります。
フレックス制度も導入し、好きな時間に出社し、プライ
ベートな時間を確保しやすいことも特徴です。
　平均年齢32歳、社長も45歳と若く、スタッフもまだ
少ないため経営者との距離も近く、意見を上げやすい環
境があります。また、ベトナムのホーチミンにLabがあり、
従業員に外国人を採用するなど、国際色豊かな感性を養
うこともできます。



株式会社EWMファクトリー

◆株式会社EWMファクトリー
代表者：友納 健一郎　　　　　　
資本金：3,000 万円
従業員数：61 人（男性 40 人・女性 21 人）
本社所在地：佐賀市天神 3-15-1
アイ・フォレストビル 2階
事業内容：Webサイトの企画、制作、構築、運用
CMSソリューション・Webシステム開発　など
https://ewm.co.jp/

　EWM では、Web サイトの制作、運用を行う Web イ
ンテグレーション事業部と地域活性化に取り組むソー
シャルデザイン事業部の2本柱で事業を展開しています。
　Web インテグレーション事業部では、ニアショア開発
を行い、主に東京都や中央省庁といった行政から上場企
業までの大規模Webサイトの企画、設計、デザイン、構築、
保守、運用までをワンストップで提供しています。カタ
リストやエンジニア、デザイナーがチームを組み案件を
進めているためチームで成果を出していく達成感や、技
術面でエンジニアとして経験値を高めることができます。
　一方、地域活性に取り組むソーシャルデザイン事業部
では、ドローン事業やライブ配信事業が佐賀県のみなら
ず県外からの問い合わせも増え、ますます事業としての
成長が期待されます。自社での開発をすすめサービスを
展開していくことを視野に入れているため、IT の技術を
地域のみなさまへ提供することにも力を入れています。
　すべては、わたしたちのミッションでもある「技術と
アイディアと真心で笑顔あふれる未来を創造します」に
基づき、IT の技術で事業を展開し成長させ、社会に貢献
していきたいと考えています。

こんな方を求めています！

・EWMグループのミッションに共感し、「技術と
アイディアで都市と地方の偏りを解決すること」
に情熱を傾けられる方を歓迎します
・入社後には学生時代に得てきた経験に基づいて
、仮説を立て、自ら結論を出し、失敗を恐れずど
んどんチャレンジしてもらいたいです

佐賀市柳町にある「ものづくりカフェこねくり家」では、
メンバーの昼食や打ち合わせの場にもなっています

セミナーやスポーツ配信などを行っています

広々としたデスクに専用ディスプレイと作業環境は快適です

IT× デザイン ×技術で社会の課題解決。
Web制作から地域活性化まで幅広い事業を展開

詳しくは→ EWMファクトリー
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株式会社イーバイピー

◆株式会社イーバイピー
代表者：松本 拓之　　　　　
資本金：2,000 万円
従業員数：83 人（男性 58 人・女性 25 人）
本社所在地：東京都品川区西五反田 8-8-16　高砂ビル 403A
佐賀事務所：佐賀市中の小路 1-14　佐賀新聞中央ビル 3階
事業内容：SES・受託開発・電子帳票システム・文書管理
システム・オフショア開発サービス・先進技術開発事業
直近の売上：7億 6,000 万円
営業利益：4億 3,000 万円
http://www.exp-corp.com/

9

　2019年2月20日、佐賀市と進出協定を結び、2019年
10 月佐賀での業務を開始。主な事業内容は、電子帳票・文
書管理システムの開発～販売事業、手のひら静脈認証シス
テムの開発～販売事業、ライブ配信システムの開発～販売
事業、ソフトウェアの受託開発、人材派遣事業です。
　自社パッケージソフトの電子帳票・文書管理システムは
IT トレンド年間ランキング（電子帳票システム部門）年間
総合２位を５回受賞。帳票や文書の有効的な一元管理・利
活用が行えるソフトウェアです。手のひら静脈認証システ
ムは、昨年からの新規事業。自社で研究・開発を行い、特
許を取得し販売しています。
 　佐賀事務所は、保守・品質管理センターとして稼働中。
今後はシステム開発、営業、また新規事業への取り組みを
積極的に行う拠点を目指しています。
　「1日1回は必ず笑顔になれる会社」を理念の一つに掲げ、
社会に貢献するとともに、社員も笑顔で業務が行える会社
を目指していきます。

こんな方を求めています！

非接触体温測定静脈認証システム（Paonsafe）：コロナ禍の環境下でも
触れることなく、たった 1 秒で本人確認、検温記録、メール通知を行う
と同時に掌静脈認証による鍵の施錠（開錠）を行います

帳票 /文書管理ツール「FILIST」：紙から電子文書に！直感的な
UI を用いたワークスタイル変革を支える文書管理ツールです

佐賀事業所オフィス：笑顔のたえない明るい職場です。たくさんの
仲間、募集しています！

安心でお客様のお役に立てるシステムを開発、
ワクワクする新たなチャレンジも進行中。

詳しくは→ イーバイピー

即戦力となる業界経験者の方を募集すると同時に、
プログラマやエンジニアの視点と違った新しい風
を吹き入れる未経験者の方も随時募集しています。



株式会社ウェアサーブ

　佐賀の地元を拠点に、県内外の企業に向けたシステ
ム開発はもとより、コンサルティング、業務分析、シ
ステム分析、プロモーション、マーケティングなど、
ワンストップで課題解決に取り組んでいます。さまざ
まな業種に特化したクラウドサービスの開発や、Web
サービスが特徴です。また、最近では Microsoft 社の
HoloLens を用いたコンテンツの開発なども手がけて
います。
　「想像を超える創造を提供し続けることで、世界の
人々に必要とされる企業集団を目指す」この信念のも
と、少数精鋭のスタッフで、AI など先進技術の研鑽も
続けています。一人ひとりのワーク・ライフ・バラン
スを実現するために、時間志向ではなく、アウトプッ
ト志向を重視します。
　ワクワクするビジネスやサービスを一緒に作り上げ
ていく仲間を待っています。興味のある方は、ホーム
ページの採用情報よりエントリーください。

こんな方を求めています！

・文系、理系を問わず IT業界での活躍を目指す方
・コミュニケーションに自信がある方

本社オフィス。JR佐賀駅から徒歩圏内にあります

第 4回佐賀さいこう表彰式でMixed Reality（複合現実）を使用
したMicrosoft の Hololens（ホロレンズ）を知事が体験

学生さん向けに行われたプログラミング勉強会

多様な業種のクラウドサービスをはじめ
Webプロモーションなど幅広く展開

詳しくは→ ウェアサーブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆株式会社ウェアサーブ
代表者：益田 智
資本金：1,000 万円
従業員数：10 人（男性 8人・女性 2人）
本社所在地：佐賀市栄町 6-25 FLEX 佐賀駅前 2F
事業内容：各種クラウドサービス・ソフトウェア等の
開発、ＷEBプロモーション
https://www.wareserve.co.jp/

さとる
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株式会社大西

◆株式会社大西
代表者：大西 寛　　　　　　
資本金：1億円
従業員数：1,082 人（男性 353 人・女性 729 人）
本社所在地：大阪府大阪市中央区久太郎町 3-4-12
佐賀オフィス：佐賀市駅前中央 1-5-10  朝日生命佐賀
駅前ビル 5F
事業内容：持株会社としてのグループ経営戦略の策定・
推進、グループ経営の監査、その他グループ経営管理
及び支援業務
直近の売上：383 億 1,800 万円
経常利益：1億 5,700 万円
https://www.onisi.jp/

　2018年 10月 4日、佐賀市と進出協定を結びました。
卸売を軸とした4つの事業会社を持株会社として、全国
の小売店の発展のために、新たな流通の仕組みや独自
のサービスを提案することが主な業務です。
　佐賀オフィスでは、グループ各社への IT サービスの
提供や業務アプリケーションの企画・開発・運用保守
などを行っています。
　当社は全国に顧客をもち、最新技術の研究拠点とし
て体制を構築しているため、AIやRPA などさまざまな
ジャンルのIT業務に携わることができます。社内はアッ
トホーム感があり、仕事の相談や日常の雑談など柔ら
かな雰囲気の職場です。相談しやすいからこそ、いろ
いろなことに挑戦できます。
　育児休暇後の復職率は90％以上。短時間勤務やテレ
ワークなどの制度もしっかりしているので、女性も働
きやすい環境です。開設して2年のきれいなオフィスで
働いてみませんか。

こんな方を求めています！

佐賀市と進出協定を結びました。2019 年 1月に佐賀事務所を
設立

1931 年に三重県伊勢市で衣料品卸売として創業

いつでも、どこでも、誰とでも、Web会議ができる環境です

アパレル・雑貨などの卸売を軸とし
新たな流通の仕組みや独自のサービスを提案

詳しくは→ 株式会社大西

・好奇心をもち、さまざまなことに興味のある方
・人とのコミュニケーションの機会が多い職場で
す。人と関わることが好きな方

入社後は、学ぶことに前向きに、積極的に取り組
んでいただきたいです。



カラビナテクノロジー株式会社　　　　　　　　　　

◆カラビナテクノロジー株式会社
代表者：福田 裕二　　　　　　
資本金：2,500 万円
従業員数：75 人（男性 60 人・女性 15 人）
本社所在地：福岡県福岡市中央区天神 1-2-4
農業共済ビル 2階
佐賀オフィス：佐賀市駅南本町 5-1 日進佐賀ビル
事業内容：WEBシステム開発
直近の売上：非公開
利益：非公開
https://karabiner.tech/

　アパレルEコマース、受注・物流・データ分析・顧客
対応などの業務、システム開発並びに保守、Eコマースサ
イトの構築、スマートフォンアプリの開発などを得意と
するベンチャー企業です。2021 年 2 月、佐賀県と進出
協定を締結。佐賀市に新拠点としてオフィスを新設する
予定です。
　会社の文化としては「自立」が最も重要なキーワード。
一人ひとりが責任を持って考え動き、結果に結びつけら
れるかどうかを重視しています。責任感のもとに仕事
をするからこそ、それぞれの仕事のやり方に裁量を持て
るようになります。個々が自由を獲得しつつ、自立して
仕事をするチームを作り上げていきたいです。また、向
上心が高い仲間が集まって勉強会などさまざまなイベ
ントも行っています。
　現在、エンジニアの方には必ずしも案件に恵まれてい
るとはいえない状況です。東京の一線で行われている案
件を九州でも増やすことを視野に入れています。

こんな方を求めています！

・新しいことに対して好奇心が旺盛な方
・勉強熱心でいろいろなスキルを身につけたい方
・信頼できる仲間と仕事をしたい方
・公私のバランスをとりながら、充実した生活を
送りたい方
・自由な環境で共にチームを作って成長したい方

設立5年のベンチャー企業。異業種からの入社も多く、メンバー多彩

福岡本社のオフィス。2021 年 2月、佐賀市進出協定を締結

リモートワークを積極的に取り入れ、Webミーティングも活用

「自立」をキーワードに成長する会社。
向上心とチーム力で高度な開発案件にも対応

詳しくは→ カラビナテクノロジー
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株式会社キーワードマーケティング

　Google や Facebook などに出すネット広告の運用
を中心に、「広告主」と「商品が欲しい人」をつなげ、
Happy を生み出す仕事です。
　ネット広告業界は拡大を続けていて、2019 年には
インターネット広告費がテレビ広告費を追い抜きまし
た。業界の成長と共に弊社の業務も拡大しており、
2016 年の佐賀支社設立以来、売上高も右肩上がりで
成長しています。
　佐賀駅から約 5 分の佐賀支社は 5 年目に入り、業務
は安定しつつも拡大を続けています。スタッフの 9 割
が 20 代のアットホームな社風で、自分の意見を取り
入れやすい環境です。変化が多い IT 業界の波に乗り、
毎月のように新しい業務が生まれ、いろいろなことに
チャレンジできる環境です。
　現在は任意参加の部活や各種社内イベントなど、福
利厚生も充実。ベンチャーならではの最先端の IT に触
れて、スキルも自分も磨いてみませんか。

2016年に佐賀支社を設立。
インターネット広告の運用を中心に成長中

詳しくは→ キーワードマーケティング

◆株式会社キーワードマーケティング
代表者：滝井 秀典
資本金：1,100 万円
従業員数：47 人（男性 22 人・女性 25 人）
本社所在地：東京都中央区築地 7-2-1
THE TERRACE TSUKIJI 2F
九州佐賀支社：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
事業内容：インターネット広告の運用代理店、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
直近の売上：17億円
https://www.kwm.co.jp/

こんな方を求めています！

・事務の仕事がしたい方
・ネットをよく利用する方
・冒険心と探究心がある方
・答えのないものを考えることやコツコツした
作業が好きな方
・人と関わる事が好きな方
・最新のテクノロジーを使いながらクリエイテ
ィブな仕事をしてみたい方
・最先端のITの知識や様々な事務スキルなどを
取り入れたい方



木村情報技術株式会社　　　　　　　　　　

◆木村情報技術株式会社
代表者：木村 隆夫　　　　　　
資本金：5,000 万円
従業員数：374 人（男性 213 人・女性 161 人）
本社所在地：佐賀市卸本町 6-1
事業内容：ライブストリーミング配信サービス、
AI システム研究・販売 ほか
直近の売上：42億 1,200 万円
利益：31 億 8,900 万円
https://www.k-idea.jp/

　設立以来、医療・教育分野を中心にさまざまなサー
ビスを提供。現在はWeb 講演会運営・配信サービスや
AI（人工知能）を使用した独自システムなど、医療業
界からさまざまな業界へ広げて展開しています。
　AI のもつ可能性にいち早く着目し、研究・開発に取
り組み続け、 11 年連続・売上前年比約 120％以上で成
長を続けています。自社サービス開発で多様なシステ
ムをワンストップで提供しています。
　入社後はスキルアップのための勉強会を定期的に開
催。勉強後の個別フォロー体制も整っており安心です。
また、OJT 以外に社外研修の受講も可能で、受講費用
は会社が負担します。
　育児・介護・看護休暇にも柔軟に対応でき、男女と
も取得実績があります。
　最先端の AI に携われることもさることながら、本人
の志や意欲次第で新しいことにチャレンジできる環境。
開発力強化に向けた新しいメンバーを募集します！

こんな方を求めています！

当社は「always new idea」をモットーにさまざま
な事業にチャレンジしています。変化にスピード
感を持って挑んでいく、そんな方の応募をお待ち
しています！

人と人とのアナログ面を大切にする IT 企業【福利厚生充実◎】

『未経験でも成長・活躍できる研修制度』最先端AI 開発！

医療業界No.1≪ニッチな事業領域の新サービスをスピーディーに具現化≫

【IT× 医療】シェアNo.1 の医療業界向けライブ配信。
100%自社開発のAI システムで企業のDXを推進！

詳しくは→ 木村情報技術株式会社
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グローバルブレインズ株式会社

◆グローバルブレインズ株式会社
代表者：森 俊英
資本金：2,700万円
従業員数：77人
本社所在地：福岡市博多区博多駅前2-20-15 第 7岡部ビル 6F
佐賀オフィス：佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル5F
事業内容：ソフトウエア
直近の売上：10億 8,521 万円
https://www.gbc.co.jp/

　1988年の設立以来、大手メーカー等の技術パートナー
として、システムの企画提案・設計・開発に携わってい
ます。得意分野は電力・通信・農業・運輸・自治体・官公庁。
他にも大学事務などの文教ビジネスアプリケーションを
中心に開発しています。
　また、情報システムの基盤となるインフラ設計・構築
を行い、システム運用開始後も運用をサポート。クラウド
コンピュータ分野にも積極的に力を入れ、主要クラウド
ベンダとのパートナー契約や自社サービス「FL.OPS」も
展開中です。Web×Mobile×Cloud×新技術（IoT・BI・
AI・RPAなど）のような「技術の組み合わせ」で最適なシ
ステム提供を目指しています。
　やりがいをもって、長く安心して働きやすい会社を目
指しています。産休、育児休業の実績も増え、女性社員が
結婚・出産後も活躍するのは日常風景となりました。　
最近では、コロナ禍をきっかけに、テレワークを活用する
社員が増えています。また、昨年は社員からの要望をうけ
て「正社員短時間勤務制度」を導入しました。
　今後も、多様な働き方に対応できるように環境を整え
ていきたいと思っています。

こんな方を求めています！

・ITに興味があり、エンジニアになりたい人
・創意工夫し、向上心をもってスキルアップの
ために努力できる人
・人を思いやり（親身さ）、チームワークを大切
にする人
・チャレンジ精神が旺盛で、失敗を改善にいか
せる人
・「段取り力」が高いと自負している人
・プラスαを持っていると自負している人

グローバルブレインズ株式会社の受付（本社）

社内での座談風景

新人研修の様子

長い社歴の中で培われた技術を融合し
さらに新しく最適なシステムを開発・提供

詳しくは→ グローバルブレインズ
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株式会社ココト

◆株式会社ココト
代表者：西牧 哲也　　　　　　
資本金：1億円
従業員数：177 人（男性 136 人・女性 41 人）
本社所在地：東京都港区元赤坂 1-5-12　
住友不動産元赤坂ビル 4F
唐津事業所：唐津市南城内 1-1 大手口センタービル 4F
事業内容：システムやネットワークの構築から、各種業務ア
プリケーションの開発、運用サポート、システム運用に伴う
事務作業
直近の売上：21億 9,700 万円
利益：1億 6,000 万円
https://www.cocoto.co.jp/

　当社は JASDAQ 上場の株式会社クレオの 100％子
会社として 2016 年 4 月に発足しました。Yahoo! 安
否確認サービス、日本最大級のポータルサイトのイン
ターネットサービスの開発や運用を始め、新規事業の
企画開発（IoT 開発、フィンテック、AI 介護など）に
もチャレンジしています。
　IT 未経験でもしっかり学べる研修制度が充実。入社
後 3か月間、東京にて集合研修を行い、ビジネスマナー
から基本的なプログラミング知識まで学びます。新入
社員同士でのプログラムの開発や経営陣へプレゼン
テーションを行うなど、基礎を固めて成長できる内容
です。入社前は基本的なPC操作ができれば大丈夫です。
　IT 企業という枠にとらわれず、さまざまなことに挑
戦しています。仕事の中でやりがいを見つけたり、極
めたいことを見つけていくことができます。「何事も楽
しんでやってみる」という気持ちの学生のみなさん、
ぜひ一緒に佐賀県の IT を発展させましょう。

こんな方を求めています！

・いろんなことに挑戦したいという向上心を持っ
ている方
・仕事は真面目に楽しく ON！、遊びは思いっき
りOFF！を楽しめる方

唐津事業室はニアショア拠点として県外の企業などからのBPO
業務も受託

2018 年唐津事業所を増床、唐津市との立地協定を結びました

地元イベントへ積極的に参加し、社会貢献活動にも力を入れて
います

インターネットサービスの開発や運用のほか
IT 企業の枠を超えた新しい事業にも挑戦

詳しくは→ 株式会社ココト



株式会社佐賀 IDC

・IT業界や IT機器に興味がある人
・コミュニケーションを大切にする人
・フットワークが軽い人
・失敗を恐れず、チャレンジできる人
・プライベートも思いっきり楽しめる人

◆株式会社佐賀 IDC
代表者：森木 武　　　　　
資本金：1億円
従業員数：23 人（男性 16 人・女性 7人）
本社所在地：佐賀市駅前中央 1-6-25
佐賀東京海上日動ビルディング
事業内容：インターネットデータセンター事業・ネッ
トワークコンサルティング事業 ・IT サポートサービス
事業
直近の売上：6億 6,700 万円
利益：非公開
http://www.sagaidc.co.jp/

　当社は 2003 年に県内初のデータセンターとして設
立。全国でも珍しいデータセンター専業のプロとして、 
お客様の大切なデータをお預かりし、安心・安全な環
境で 24 時間 365 日運用・管理を行っています。　お
客様は官公庁を中心に幅広い企業・事業所に広がり、 
信頼とともに未来へ繋がるサービスを提供しています。
そして、お客様だけでなく、社員にも安心と信頼を提
供できるよう、2018 年より「健康経営」をスタート。
さまざまな取り組みが認められ、2 年連続「健康経営
優良法人」 へ認定をいただきました。
　今後も目まぐるしく変化する業界の中で、お客様や
社員、そして社員のご家族にとって安心と信頼ある会
社であり続けられるよう、常に成長を続けていきます。 
　最後に、みなさん「IT業界=専門知識が必要」と思って
いませんか？当社は研修や先輩社員のサポートを通し
て、ゼロから成長、そしてチャレンジできる会社です。 
少しでもITに興味がある方、プライベートも充実したい
方、一緒に働きませんか ?

こんな方を求めています！

IT 知識がなくても、研修や先輩社員のサポートを通して、ゼロ
から成長できる会社

お客様の大切なデータを守るため、 24 時間 365 日運用監視。
問題が起きた際には、 データを守るため、チーム体制で迅速
かつ的確な対応が求められる重要な仕事です

健康経営の取り組みの一つ、社内コミュニ ケーションの一環と
してバースデー イベントを実施 !

県内初、企業の大切なデータを守る会社 !
専門知識がなくてもゼロからの活躍が可能

詳しくは→ 佐賀 IDC
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株式会社佐賀電算センター

こんな方を求めています！

当社は転居を伴う転勤や赴任がありません。慣れ
親しんだ九州（佐賀・福岡）に住み続け、仕事と
家庭生活の両立をはかりながら、腰を据えて技術
を磨き、全国のフィールドで存在感のある仕事を
したいと考えている方を求めています。
IT業界は日々目まぐるしく変化しています。入社
後は常に新しい情報を収集し、知識を身につけて
いただくことを期待しています。

◆株式会社佐賀電算センター
代表者：宮地 大治　　　　
資本金：8,000 万円
従業員数：302 人（男性 232 人・女性 70 人）
本社所在地：佐賀市兵庫町藤木 1427-7
事業内容：情報化に関する総合的なサービス
SI（システムインテグレーション）、パッケージソフトウェア開発・販売、
システム構築・スクラッチ開発、クラウドサービス、ITインフラ構築、
BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）、ITハードウェア・ソフトウェア
販売、DXコンサルティング、AI・RPA導入支援、ITに関する講習会・研修会
直近の売上：63 億 9,900 万円
営業利益：6億 8,400 万円
https://www.sdcns.co.jp/

　「ITの可能性を追求し、豊かな社会の実現に貢献する」
を理念に掲げ、パッケージ開発、クラウドサービスなど
の IT事業を展開する佐賀県内最大手の IT企業です。
　地方の独立系企業でありながら、高い技術力を武器に、
全国自治体や医薬流通の分野で全国トップシェアの商品
やサービスを多数生み出し、42期連続黒字という安定
経営を続けています。
　昨今、AI、IoT、ビッグデータ、といった革新的なデ
ジタル技術の進化により、さまざまなビジネス領域での
デジタルトランスフォーメーション「DX」が推し進め
られています。
　当社は、自治体、流通、製造など約 1,000 社の顧客
基盤と、蓄積してきた知見・ノウハウを強みに、技術者
のデジタルシフトを加速することにより、お客さまのビ
ジネス変革を共に実現するパートナーとしての役割を果
たしていきます。

お客さまのデジタル変革をご提案するSDCショールーム「DX
ラボ」

佐賀市にある本社。福岡や東京、名古屋にも事業所があります

佐賀大学本庄キャンパスにサテライトオフィス「SDC R&D
センター」開設。R＆Dセンターで働く佐賀大学OB 社員

自社開発ソフトなど全国シェアNo.1。
充実した新入社員研修で専門スキルを修得

詳しくは→ 佐賀電算センター
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Citynow Asia 株式会社

　2016 年設立以来、主に IT システム受託開発事業を
行い、多数の大手企業とのプロジェクトに携わってい
ます。ベトナムのホーチミン市の国家大学の 2 校と連
携し、高い技術を持つエンジニアを採用。品質に対す
る強い責任のもとソフトウェアやWeb システムを開発
し、お客様のニーズに応えています。
　2019 年 3 月に佐賀市および佐賀大学と進出協定を
締結しました。ベトナムと東京の拠点に加え、佐賀大
学構内にオフィスを開設。佐賀大学とは IT 人材育成お
よび共同研究事業に係る協定も結び、研究者や学生な
どの知識を生かしながら開発を進めていきます。
　外国籍が多い当社。国籍が違うと接し方や話し方も
違い、新たな発見が多く楽しい職場です。大半の外国
人が日本語を勉強し、日本語能力試験 N3 以上の資格
を持っており英語が話せなくても心配ありません。
　共に成長しながら未来を創造していく方を探してい
ます。

2019 年 3月、佐賀市および佐賀大学との進出協定を締結

ホーチミンオフィスの社員たち

佐賀オフィス

2019年、佐賀大学構内にオフィス設立。
共同研究事業を行いながら IT 人材を育成

詳しくは→ Citynow Asia 株式会社

◆Citynow Asia 株式会社
代表者：ファン・トゥアン・タイ
資本金：2000 万円
従業員数：9人（男性 7人・女性 2人）
本社所在地：東京都文京区千駄木 50-14 
県内の支店・営業所所在地：佐賀市本庄町 1 佐賀大学理工学部 6号館
事業内容：システム開発、AI及びブロックチェーン研究開発事業、イン
ターネットサービス開発運営事業、職業紹介及び日本語留学コンサル
ティング、労働者派遣事業、有料職業紹介事業、特定技能登録支援機関
直近の売上：7,000 万円
利益：2,000 万円
https://citynow.jp/home

こんな方を求めています！

佐賀オフィスは、まだ開設して 3 年目です。
「私が会社を作る！」という強い気持ちを
 もっ た方を必要としています。



株式会社スチームシップ

こんな方を求めています！

デザイナー職・エンジニア職・ディレクター職
全職種に共通して、Steamship での日々を通して、
共に成長していただける方を求めています。
・明るい挨拶ができ多少の困難も笑顔で乗り越えて
いける方。
・他人の言葉に耳を傾け素直に受け止めることので
きる真っ直ぐな方。
・いかなるときも感謝の気持ちを忘れない誠実な方。
当たり前のようで実は難しいことを当たり前にでき
る方と、一緒に面白い仕事をしていきたいです。

新しいメンバーを迎えての歓迎会  

本社 HASAMI PORTOの様子

事業者様を訪問（ディレクター職）

「地域から、未来を変えていく。」がミッション。
創業4年で3名→40名に成長中の地域の宝探しカンパニー！

詳しくは→ スチームシップ

　当社の強みは自治体・事業者様との地域密着型の密なコ
ミュニケーションにあります。地域の方々と協力しながら
企画・提案を行い、地域のブランド価値の向上に尽力して
います。現在のメイン事業である地域密着型ふるさと納税
支援事業では、受託中の7つの自治体様全てにおいて寄附
総額を毎年右肩上がりに伸ばしています。ただ単にふるさ
と納税の寄附総額の向上だけを目的とするのではなく、そ
の地域のファンをつくる戦略と施策に注力しています。
　また当社では独自のカルチャーとして、①家族が 1 番、
仕事は 2 番（仕事より家族を優先）、②失敗していい（真剣
に考え、挑戦した上での失敗は成長への進歩）、③シェアカ
ルチャー（お互いを理解・尊重）、④18時ダッシュ（仕事は
効率を重視）、⑤資産運用カルチャー（個々が金融リテラ
シーを高め、地域で豊かに暮らす）、⑥サードファミリース
ピリット（第 3 の家族として、思いやりをもち共に航海を
楽しむ）を大切にしています。
　地域発のスタートアップ企業の思いに共感してくれる、
頼もしい仲間の乗船を心待ちにしています。

◆株式会社スチームシップ
代表者：藤山 雷太　　　　　　
資本金：1,000 万円
従業員数：35 人（男性 13 人・女性 22 人）
本社所在地：
【HASAMI PORTO】長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F
県内事業所：
【ARITA CREATIVE PORTO】西松浦郡有田町本町丙972-32
【YOSHINOGARI PORTO】神埼郡吉野ヶ里町吉田272-8
事業内容：地域密着型ふるさと納税支援事業、地域活性化支
援事業、地域密着型EC戦略支援事業、クリエイティブ＆コー
ディネート事業）
https://steamship.co.jp/

20



21

タイムカプセル株式会社

　ロボット、IoTデバイス、FinTech関連アプリ、VRゲー
ムの開発など最先端のテクノロジーにすぐに触れるこ
とができる急成長のベンチャー企業です。プロ野球 12
球団＆侍ジャパンやサッカー日本チームの公式ライセ
ンスアプリ、横浜 F・マリノス公式アプリ、阪神タイガー
ス承認アプリ、東京六大学野球連盟公認アプリなどの
開発・運営実績があります。
　「無から有を生みだす」「顧客の笑顔＝商品の付加価
値＝利益」「世のため人のためになる事をする。それ以
外はしない」「変化を恐れない改革者であり続ける」「従
業員はもとより、家族、親族、近隣住民を大切にし、
彼等から信頼される企業となり、人となる」の 5 つは
当社の行動規範です。これらを大事にして、ミッショ
ンの実現に向けて取り組んでいます。
　最先端のテクノロジーを駆使し、さまざまな事業展
開を行うベンチャーです。行動力、情熱のある方、ぜ
ひ当社で活躍してください。

2019 年 3 月に伊万里市と進出協定を締結。伊万里市ビジネス
支援オフィスバンリビルに佐賀ラボを開設しました

子ども向けのプログラミング講座を実施。伊万里市でも高校生
へのアプリ開発体験講座などを行っています

「IT で地域から日本を元気に！」を使命に
スポーツ分野のアプリ開発など幅広く展開

詳しくは→ タイムカプセル株式会社

ヤマハ発動機様の公式アプリ。ほかにもタイムカプセルソリュー
ションを利用した開発実績多数

◆タイムカプセル株式会社
代表者：相澤 謙一郎　　　　　　
資本金：1,530 万円
従業員数：51 人（男性 31 人・女性 20 人）
本社所在地：岐阜県岐阜市五反田町 10番地 3階
県内の支店・営業所所在地：伊万里市立花町字金谷 3448-8
バンリビル 305
事業内容：ソフトウェア開発事業、IT 人材育成事業
直近の売上：1億 5,509 万円
利益：非公開
https://timecapsuleinc.org/

こんな方を求めています！

「IT で地域から日本を元気に！」というタイムカプ
セルのミッションに共感いただける方、最先端の
テクノロジーを常に追求したい方、ご自身の成長
への強い意欲がある方にチームにジョイン（入社）
いただきたいです。



◆ダットジャパン株式会社
代表者：犬丸 澄夫　　　　　　
資本金：6,000 万円
従業員数：202 人（男性 170 人・女性 32 人）
本社所在地：北海道札幌市中央区南 3条西 5-1-1
ノルベサ 5階
事業内容：ソフトウェア開発・販売事業、BPO事業、
Sier 事業
直近の売上：11 億 9,527 万円
利益：5,857 万円
https://www.datt.co.jp/

　ソフトウェア開発、販売事業からBPO・Sier 事業など、
当社では大手企業も含め、全て直接契約を行っており、下
請け、孫請けの事業はありません。お客様の困っているこ
と、実現したいことに寄り添い、 コンサルティングからシ
ステム化、運用に至るまで全てを提供しています。そのた
め顧客満足度の高い、充実感のある業務に従事すること
ができます。常に最新技術を取り入れており、AI・IoT・
AR/VR など面白い経験が可能です。
　現在、当社は第2の創業期に突入し、大幅に事業規模を
拡大中。 さらなる事業拡大に向け、新規のビジネスの創出
に力を入れていきますので、事業やサービスのスタート
アップへ参加する仲間を募集します。
　社員ファーストをスローガンに掲げ、働き方の改善、働
きがいのある職場づくりに注力。本社がある札幌市の
「ワーク・ライフ・バランス推進事業」の認証も受けてい
ます。各種社会保険完備、無料の健康診断、インフルエン
ザワクチン接種など充実した福利厚生を備えており、希
望者には各種社外研修への参加、資格取得支援制度など
もあります。 当社は社員一同、仲間と一緒に壁を乗り越
え、成長していくスタイルの会社です。

こんな方を求めています！

・新しいことにトライすることが好きな方、黙々と作
業をこなすことが好きな方、人と話すことが好きな方
など、さまざまな人材を募集しています。入社後の皆
さんに期待することは、自分のカラーを生かした仕事
をしてもらうことです。営業、企画、プログラマー、
オペレーター、事務など、多くの仕事の中から自分に
合う仕事を見つけてもらうことを期待しています。
・本社が札幌にある会社ですが、佐賀県をはじめ今
後も他地域に拠点を増やしていく予定。それぞれの
地域の特性を生かした拠点を作りたいと考えており
ます。ぜひ、新拠点の発展にご協力ください。

エンジニア職の社員たちの勤務中の様子

北海道本社のオフィスと従業員

休日にはゴルフなど少人数で集まる社員たちもいます

第2の創業期として、拠点・事業拡大中。
さまざまな業務があり人材の多様性を重視

詳しくは→ ダットジャパン

ダットジャパン株式会社
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株式会社ティエスイー

◆株式会社ティエスイー
代表者：佐々木 忠志
資本金：4,000万円
従業員数：62人（男性48人・女性14人）
本社所在地：東京都品川区東五反田5-23-1 第2五反田不二越ビル3階
支店：嬉野市嬉野町下宿甲4568 嬉野オフィスビル1階
事業内容：コンピュータシステムの設計・開発・運用、保守、
コンピュータネットワークの設計・構築・運用・保守、コンピュー
タシステムの販売、コンピューター及び周辺機器の販売、労働
者派遣法に基づく労働者派遣事業 [許可番号 :派 13-307806]　
直近の売上：4億 4,900万円
利益：857万円
http://www.kktse.co.jp/

　TSE では、システムインテグレーション事業を中心に
活動しています。IT のコンサルティングから運用まで、
全てのフィールドをドメインにして、アプリケーション
開発からインフラ構築（サーバ・ネットワーク）、運用
保守まで、トータルソリューションを展開しています。
　また、近年ではネットワーク・デスクトップの仮想化
及びアプリ開発などのサービスを中心に成長。他にも医
療機関のシステム構築、テーマパークアトラクションの
フォトサービスシステムの構築も行っています。
　短期集中プログラムでは、資格取得のみならず、即
戦力として活躍できるビジネスパーソンを育成。成長
する意欲さえあれば、実際にたくさんのプロジェクト
を経験した技術者が講師となり、技術だけではなく実
践力やヒューマンスキルも豊富なカリキュラムの中か
ら選んで学ぶことも可能です。
　従業員のコミュニケーションの場として部活動も積
極的に応援。社員総会も年2回開催します。2020年は
リモートならではの匿名での質疑応答など、例年にな
い社員参加型の開催ができました。

こんな方を求めています！

大切なのは、「やってみたい」「挑戦したい」と
いう意欲やチャレンジ精神です。
「我こそは！」という方は、ぜひ一度ご応募く
ださい。
新人向け研修は基礎から３ヶ月間実施。実力の
ある方には、スキルに応じた研修を検討します。

嬉野オフィスビル内の九州支店。九州を中心とした ITビジネスを展開

さまざまな IT 製品を提供するほか、自社独自のアプリも開発

一人ひとりが重要なメンバーで、若手が活躍できる会社です

2020年３月、嬉野市に九州支店オープン。
ITシステム全般に特化し人材育成体制も充実

詳しくは→ ティエスイー
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株式会社BTM

こんな方を求めています！◆株式会社BTM
代表者：田口 雅教
資本金：4,974 万円
従業員数：140 人（男性 112 人・女性 28 人）
本社所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-19-2 スプラインビル 2F
佐賀ラボ：佐賀市駅南本町 5-1 日進佐賀ビル 9F
事業内容：システムエンジニアリング事業・受託開発事業・
自社メディア事業
直近の売上：22億 9,000 万円
http://www.b-tm.co.jp/
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　「日本の全世代を活性化する」を Mission に、IT× 地
方創生を目指している企業です。業務としては、東京
からのリモートで最新技術を使い企画提案から運用ま
で行う Web 開発、また地元自治体や地元大手企業、
スタートアップベンチャーをDX化するプロジェクトを
担当していただきます。
　2019年、佐賀市に新規開発拠点「佐賀ラボ」を開設。
ここでは、東京と連携し幅広いスキルを身に付けなが
ら、その知見を活かし地場企業をデジタル化するなど
の業務を行っています。
　元々リモートを活用したシステム開発であるため、
コロナ禍においても大きな影響を受けず、社内SNSなど
で定期的に情報交流も行える環境です。
　大都市圏に出ていかなくても市場価値の高いエンジ
ニアになるチャンスがあります。技術を追求するとと
もに、地元へ貢献できる社会貢献度の高いエンジニア
を目指しませんか。

社内作業風景。週2～ 3回のリモートワークなども相談可

オフィス内観

楽しく働いているエンジニアメンバー

IT×地方創生を目指すプロジェクトを推進。
幅広いスキルを身につけながら地域に貢献

詳しくは→ BTM

　入社後は 1 か月の研修。その後は先輩の下に
付き、プロジェクトに関わっていただきます。
　当社は「自律型人材」の育成にこだわり、手
取り足取りではなく、自分で考えるスタンスで
す。圧倒的なスピードで成長したい方、お待ち
しています。
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福博印刷株式会社

こんな方を求めています！

「IT を使った仕事をしたい」より、「さまざまな仕
事に IT を応用したい」という考えを持てる人材を
求めています。既存の IT 技術で可能な仕事は、誰
でも受注できることから、いずれ価格競争に巻き
込まれることも予想されます。しかし、お客様か
らの多種多様な要望に、その都度 IT を応用した解
決策を提案できれば、当社独自のサービス（製品）
として高付加価値が期待できます。
このような提案を可能にするため、自ら進んで日々
の情報収集や研究を行うことを期待しています。

◆福博印刷株式会社
代表者：宮原 和弘　　　　
資本金：5,000 万円
従業員数：224 人（男性 182 人・女性 42 人）
本社所在地：佐賀市兵庫南 4-22-40
事業内容：印刷業
直近の売上：53億 8,800 万円
利益：7,000 万円
https://www.ding.co.jp/

　受注型製造業としての印刷会社から、情報加工産業と
しての印刷会社へ転換を図り、印刷業界ではAI（人工知
能）を先行して導入しました。取引先が保有する顧客デー
タを分析して、顧客ニーズや来店客数などを予測。その
予測値に基づいてカタログやDMなどを作成すれば、効
率の高い販促プロモーションが実現できます。従来の印
刷を超えるサービスを提供するこれからの印刷のカタチ
「超印刷」を目指しています。
　印刷会社として創業し、以来 70 年以上佐賀で培って
きた実績に基づき安定した経営基盤を構築。社内では若
い社員が部門の垣根を越えて立ち上げた各種プロジェク
トから生まれたアイデアが採択されて、新たなビジネス
モデルとなった実績も多数あり、社員のチャレンジ精神
を醸成。これらの社内プロジェクトは、優秀な人材を育
てる場にもなっています。
　自ら修得しなければならないスキルも多々あります
が、その分自分の成長が実感できる環境です。

印刷事業から地域活性化ソリューションやAI 活用支援まで
IT の可能性を開拓しています

佐賀本社をはじめ九州内や東京、中部にも拠点があります

ベトナムにデジタルコンテンツ制作合弁会社を設立

従来の印刷業から「超印刷」にシフト。
若手社員による新たなビジネスモデルも多数

詳しくは→ 福博印刷株式会社



株式会社プライム

◆株式会社プライム
代表者：福田 真也
資本金：300万円
従業員数：23人（男性12人・女性11人）
本社所在地：佐賀市兵庫南1-20-10
事業内容：情報通信業
直近の売上：非公開
利益：非公開
https://www.prime18.co.jp/

　「幸せの循環を創造する」を理念のもと、２つの事業
を主体とし「楽しく、使いやすく、そして役に立つ」技
術や情報、サービスを提供しています。
　ICT ソリューション事業では、自治体や団体、企業の
WEB システム開発ならびに自社開発のプライム CMS
を導入したホームページ制作、地域活性化や業務改善、
販売促進ツールなどのアプリ開発を中心としています。
　教育サービス事業では、社会人対象のビジネスマナーな
どの研修やセミナー、県が行う公共職業訓練の委託訓練校
として、IT技術の指導、資格取得、就職支援などを実施。
　社内にはビジネスマナーや Excel、Word などの研
修講師が在籍し、社会人としてのマナーや業務に必要
な IT 系のスキルなどが学びやすい環境です。研修制度
も充実。先輩が新入社員をサポートする制度もあり、
仕事上の悩みや不安なども相談することができます。
企業のお客様満足度と社員満足度は比例すると考え、
子育て支援など働きやすい環境整備も行っています。
　また、棚田ボランティア（田植えや稲刈り）やふる
さと美化運動など、仲間とともに地域の皆さんのお役
に立てるような活動にも取り組んでいます。

こんな方を求めています！

・明るく元気よく笑顔が絶えない方
・夢を実現する活力と向上心がある方
・未来に挑戦していく意欲のある方
・家族や仲間、地域を大切にする気持ちをもって
いる方

　特に、教育サービス事業では、IT系の研修やセ
ミナーなどの講師業務に興味があり、人と接する
ことが好きな方の応募をお待ちしています。

ICTソリューション事業では、システムやアプリの開発および自社開発
CMSを導入したホームページ制作のサービスも

入社前研修、新入社員研修、ビジネスキャリア研修など細やかな
研修制度があります

社員研修旅行の様子

ICTソリューションと教育サービス
2つの事業を主体に、幸せの循環を創造する

詳しくは→ プライム　佐賀

26



27

こんな方を求めています！◆株式会社 LIGHTz
代表者：乙部 信吾　　　　　　
資本金：2,900 万円
従業員数：91 人（2021 年 1月 1日現在）
本社所在地：茨城県つくば市千現 2-1-6
佐賀ランドマーク：佐賀市中の小路 1-14
佐賀新聞中央 ビル 3 階
事業内容：スペシャリスト思考の AI と実務適用支援、次
世代情報メディア開発、ロボットの社会適用モデル開発
直近の売上：7億 5,000 万円
利益：非公開
https://lightz-inc.com/

・変化するビジョンや事業に対し、柔軟に前向き
に対応できる方
 ・多様な立場（例 : 関連部署や子会社）の方々と
円滑に積極的にコミュニケーションをとれる方 
・日本の製造業の未来のために尽力したい方
・日本の製造業を元気にさせたい方 
・明るく、情報発信源になれる方
・地域創生に意欲のある方

株式会社 LIGHTz

　「人と社会に良質の “気づき” を提供し、豊かな成長
に貢献する」ことを事業理念とし、社名は明るい未来
をやさしく照らす光 = “灯（ともしび）”を表しています。
　当社 の中核となるテクノロジーは「スペシャリスト
の思考を AI（人工知能）化」する技術です。製造業に
おける技術・技能継承コンサルティングの経験をもと
に確立したこの『ORGENIUS®』という AI 技術を活用
し、先駆者の知を次世代につなぐ支援をしていきます。
　佐賀ランドマークはこの地で培われた伝統的なモノ
づくりの熟達者知見やスポーツにおけるレジェンドの
思考をデジタル化し伝承することで、地域活性化の実
現を目指します。
　社員には携帯電話やノート型 PC 貸与、セミナー参加
などの支援制度を実施。社内教育にも力を入れ、若手
エンジニア研修などさまざまな研修も充実しています。
　会社説明会や面談を通じて相互理解を深めることで
よい出会いの機会をつくっていきたいと思います。

つくば本社にて。フェンシング日本代表チームに表敬訪問して
いただいた際の集合写真

蓄積された知見や経験などをユーザ自身がAI（人工知能）化 し
技能継承するための専用ソフトウェア 「ORGENIUS™」

佐賀ランドマーク社内。新しいオフィスで多彩なメンバーが働
いています

AI 技術で先駆者の知を次世代につなぐ。
新時代の “伝統のあり方” を創造する企業

詳しくは→ 株式会社 LIGHTz



株式会社ワールドソフト・イーエス

こんな方を求めています！

研修や先輩からの指導で入社後も IT スキルを高め
ることができます。IT を駆使して社会をより良く
したい、IT の力でこんなことがしてみたい、新し
い IT 技術を覚えたいという思いがあれば大丈夫で
す。IT を使って新しいものを生み出す発想力と学
び続けたいという意欲がある方を募集しています。

◆株式会社ワールドソフト・イーエス
代表者：井上 浩則
資本金：1,600万円
従業員数：62人（男性56人・女性6人）
本社所在地：東京都目黒区自由が丘1-3-22
西九州営業所：伊万里市立花町1542-8　伊万里情報センター
株式会社内
事業内容：システム開発、Web・スマートフォンアプリ開発 
など
直近の売上：6億2,238万円
https://www.worldsoft.co.jp/

　企業・行政・飲食店・福祉施設などのお客様に向けて、
業務をより便利にするためのシステム開発をしていま
す。お客様との綿密な打ち合わせをし、ご希望に合わせ
て、Webアプリ開発、スマートフォンアプリ開発、RPA
開発、ECサイト（shopifyなど）の構築、ホームページ
作成、グループウェア（Gsuiteなど）の導入支援など、
幅広く対応しています。
　各種技術研修の提供や資格取得奨励金制度など、社員
の恒常的な技術力向上に取り組むとともに、ホスピタリ
ティーを学ぶ勉強会や、3年先を見越して段階的にスキ
ルアップを目指すOFFJT教育にも力を注いでいます。
　また、社員同士の交流の場ともなっている月1回の定
例ミーティングの実施や、メンタルヘルスプログラムの
導入など、社員ひとりひとりが安心して働ける会社づく
りにも取り組んでいます。
　2019年９月に西九州営業所を伊万里市に立ち上げ
ました。2021年夏には伊万里駅から徒歩６分のバンリ
ビルに入居、本格始動をする予定です。少しでも興味を
お持ちの方は、ぜひ説明を聞きに来てください。

勉強会や研修など、新入社員をサポートする体制も充実

ESの ”E”はエンジニア、”S” はセールスの意味

2019 年の入社式

業務をより便利にするためのシステムを開発。
社員が安心して働ける会社づくりにも注力

詳しくは→ ワールドソフト・イーエス
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