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それが私たちの仕事です

データを守る

未来を守る
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２００３年設立した
佐賀県初のインターネットデータセンター

自然災害が少ない佐賀県だからこそ
安全・安心にデータを守れる

佐賀ＩＤＣだからできる新たな事業創造
で未来へのチャレンジ！

イベントスケジュール
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※データセンターとは会社では管理できない重要で膨大なデータをお預かりする場所

官公庁・企業様からお預かりした大切な
データを 24 時間 365 日運用・監視

株式会社  佐賀ＩＤＣ
佐賀県佐賀市駅前中央 1丁目 6 番 25 号　佐賀東京海上日動ビルディング 3F
TEL ： 0952-37-1213　MAIL ： recruit＠sagaidc.co.jp
分からないことがあれば、 西﨑・木塚までどしどしご連絡ください！

※健康経営とは従業員の健康増進を重視し、健康管理を経営課題として捉え、従業員の健康の維持・増進と
　会社の生産性向上を目指す経営です。

佐賀 ��� を知る �����
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※あくまで上記は予定となりますので、日程や開催方法を変更をする場合がございます。随時リクナビ 2022 にて情報更新
　いたしますので、ぜひご確認ください。

リクナビ合同WEBセミナー

どこでも合説WebSAGA

対面式会社説明会

開催予定日開催イベント名 時　間 場所・配信方法

2月16日(火)
3月20日(土)

② 3月25日(木)
3月　9日(火)
3月15日(月)

12:15 ～ 12:45

時間未定

当社にて

録画配信

360°VRで
Let’s 会社見学 !

詳細内容のご確認・ご予約は 佐賀ＩＤＣ

HPへも
ぜひアクセス !

① 3月　5日(金) 14:00 ～ 17:00

LIVE 配信

県内での認定企業がまだまだ少ない
健康経営優良法人 (中小規模法人部門 ) に認定！

オンライン
会社説明会+座談会

LIVE 配信

3月12日(金)
3月18日(木)
3月23日(火)
3月30日(火)
4月　2日(金)
4月　8日(木)
4月　6日(火)
4月13日(火)

15:00 ～ 16:30
15:00 ～ 16:00
15:00 ～ 16:30
15:00 ～ 16:00
15:00 ～ 16:30
15:00 ～ 16:00
15:00 ～ 16:30
15:00 ～ 16:00
15:00 ～ 16:30
15:00 ～ 16:00

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

文系学生
限　定【 】

理系学生
限　定【 】

※オンライン開催につきましては、
　会社説明会・座談会を 2日間に
　分けてのセット開催となってお
　ります。
　ご参加の際にはできる限り 2日程
　ご予約いただけますと幸いです。

※少人数開催となりますので、定員に限りがございます。

説明会

説明会

説明会

説明会

説明会

座談会

座談会

座談会

座談会

座談会
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佐賀 IDC採用選考スケジュール
1. 書類選考

2. 一次面接・能力テスト
　≪5月初旬～中旬頃≫

3. 二次面接
　≪5月下旬～ 6月上旬頃≫

4. 最終面接
　≪6月下旬～ 7月上旬頃≫

◆提出書類
　履歴書・個人情報取扱いに関する同意書

ご不明点、ご質問等ございましたら、お気軽に下記連絡先
へお問合せください。
【問合せ先】
TEL : 0952-37-1213　MAIL：recruit@sagaidc.co.jp 
採用担当　西﨑・木塚まで

SagaIDC

　下記の提出書類を【4月 23 日 ( 金 ) 必着】にて弊社へ
　ご送付ください。

≪送付先≫
〒840-0801　佐賀県佐賀市駅前中央 1丁目 6-25

※1～ 4の流れにて選考を進めさせていただきますが、面接の時期に
　つきましては、あくまで予定となりますので変更になる可能性がご
　ざいます。
　応募いただいた皆様には随時ご案内させていただきます。

佐賀東京海上日動ビル 3階
株式会社佐賀 IDC  採用担当 宛

5. 内々定
　≪7月上旬～中旬頃≫
※実施方法につきましては、新型コロナウイルス感染拡大状況により
　対面またはオンラインにて実施させていただく予定としております。



SagaIDC

≪採用情報≫
募集職種
運用監視オペレーター・インフラエンジニア・営　業

※OJT 研修を経て、適性に応じた職種への配属

◆給　与
　≪大卒・大学院卒≫
　基本給 )　190,000　+　職能評価給 )　10,000　＝　200,000 円

◆諸手当
　通勤手当 ( 上限 12,500 円まで )、深夜勤務手当、時間外手当、家族扶養手当、
　営業手当、年末年始特別 (※シフト勤務者のみ )

◆昇　給
　年 1回

◆賞　与
　夏季、冬季、決算 ( 業績による )
　※入社 1年目の社員については勤務期間に応じて賞与支給あり
　

◆勤務時間
　◎運用監視オペレーター
　　4交代制

◎インフラエンジニア・営業
　９：００～１８：００
　( 休憩時間：１２：００～１３：００)

◆勤務地
　佐賀市（転勤なし）

その他共通：年次有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇

◆研修制度
　OJT、ビジネスマナー、その他必要に応じた研修
◆加入保険
　健康、雇用、厚生年金、労災

◆福利厚生
　定期健康診断、医療保険、社内イベント、財形貯蓄、退職金制度 ( 入社 3年経過より )

◆時間外残業　月平均   5 時間以下
　※運用監視オペレーターについては、時間外残業はほとんどございません。

７：００～１６：００
９：００～１８：００

１４：３０～２３：３０
２３：００～翌８：００

※上記時間に休憩時間 1時間含む

①
②
③
④

≪短大・専門卒≫
基本給 )　180,000　+　職能評価給 )　  5,000     ＝　185,000 円

※年間休日日数に関しては、全職種同じ日数取得しています。

2022.3 月卒

◆休　日
　◎運用監視オペレーター
　　月平均 8～ 10 日（シフトスケジュールによる）
　◎インフラエンジニア・営業
　　土日祝日、年末年始 (12/30 ～ 1/3)


