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サンクス

人が主役

SIC GROUP CONCEPT

私たちSICグループでは、人が唯一の資産であり最大の財産です。
当グループは、
「ビジネス・ソリューション・プロバイダー」として、企業におけるビジネスの課題を解決し、ビジネスを多方面からサポートすることで、
ビジネスの成長・発展につながるサービスを提供し、お客様のビジネスの発展に貢献することを目指しています。
しかし、会社において実際に業務を担うのはひとりひとりの社員であり、社員の活躍なくして会社の目標を達成することはできません。

（※）

SICグループは、
「ビジネス・ソリューション・プロバイダー」としてお客様のビジネスの発展に貢献いたします。

社員ひとりひとりが主役となって、主体的に業務に取り組み、会社もその環境を整え、ひとりひとりの可能性を引き出すことを重視しています。
また、私たちにとってのお客様は企業が中心ですが、最終的に私たちのサービスを利用するのは顧客企業に所属する人であり、

クライアント企 業

人にやさしいサービスでなければお客様の満足を得ることはできません。
サービスを利用する人のことを考え、どうすれば満足していただけるか、社員ひとりひとりが考え、そして実践する。
私たちは、そんな「人を中心に考え、人が主役である会社」を目指しています。

BSP

次の成長に向けて

ビジネス・ソリューション・プロバイダー

SICグループ経営理念

私たちSICグループでは、広く社会に貢献し、より多くの人々に喜んでいただくことを目指して、
事業を展開しています。

人が主役

そのためには、会社としても個人としても、常に成長していく必要があります。
成長には、日々の工夫の積み重ねから生まれるものもありますし、新しい価値を創造し、

広く社会に貢献する
常に成長・発展を目指す

大きく変化を求めていくものもあります。
どちらも当グループにとって必要な成長です。
社員ひとりひとりが、それぞれの立場や環境に応じて成長を目指し、会社のサービスの魅力を高め、
お客様や社会に広く貢献していく。

会社において実際に業務を担うのは人で

私たちはお客様および社会に対して、魅

そうすることで、会社が成長し、社員が活躍できるステージも広がり、社員の幸せにもつながっていきます。

あり、人なくして会社は成り立ちません。ひ

社員のひとりひとりが、生き生きと働き活躍することが会社の成長につながり、

とりひとりが主役となって可能性を発揮

私たちは、常に組織の成長・発展を目指す

の発展に貢献します。

より多くのお客様に満足を提供することができるようになります。

し、会社もひとりひとりの可能性を引き出

と同時に、共に働く人々の成長と発展、そ

サービスの質を高め、広く社会に提供する

すことで、魅力あるサービスの提供を目指

して幸福を追求します。 そのためにも、現

ことで、多くの人々に貢献することを目指

当グループでは、コンサルティング事業、システムインテグレーション事業、アウトソーシング事業、

します。また、私たちが提供するサービス

状に満足することなく、創意工夫と新しい

します。

ITサービス事業、ロボットアプリケーション事業の大きく5つの事業を展開しています。

を最終的に利用するのも人であり、人にや

価値の創造に挑戦し、環境の変化に適応

今後もそれぞれの事業を伸ばし、また新しい事業にも挑戦していくことで、社員の活躍の場を広げ、

さしいサービスでなければ、お客様の満足

しながら、 何事にも前向きに主体的に取

より多くの人々に私たちのサービスを提供していきます。

を得ることはできません。

り組み、ひとりひとりの成長と組織の長期

当グループの「次の成長」の実現のためには、まだまだ多くの人の力が必要です。

人を中心に考え、人が主役である会社を目

的・継続的な発展を目指します。

私たちとともに、それぞれが主役となってお客様に喜んでいただけるサービスを提供し、

指します。

力あるサービスを提供し、お客様や社会

更に活躍の場を広げていくために、SICグループの「次の成長」をともに考え、実現していきませんか。
あなたの応募をお待ちしています。

SICグループ代表

倉石 晃壮

※企業におけるビジネスの課題を解決し、ビジネスを多方面からサポートすることで、 ビジネスの成長・発展につながるサービスを提供する組織を「ビジ
ネス・ソリューション・プロバイダー（略してBSP）」と定義し、 顧客企業のビジネスの発展に貢献することを目指します。

SIC GROUP OVERVIEW
SICグループに所属する各社は、
セリタグループの情報部門として成長・拡大してきました。
そして、今後更なる付加価値サービスをご提供できるように各システム会社とコンサルティング会社は、SICグループ企業として活動していきます。
各社が保有する
「人材」
「技術」
「資本」
をクロスさせ、
さまざまなクライアントのご要望にお応えできる、
「ONLY ONE SOLUTION SERVICE」
をご提供していきます。

SERITA GROUP
生活

Life style

株式会社セリタ / 株式会社芹田不動産 / セリタホームズ株式会社 /
株式会社塚麺商事 / 社会福祉法人芹田福祉サービス

教育

Education
一般財団法人

長野県情報財団 / 信越情報専門学校 21ルネサンス学院 /

長野21日本語学院

情報

Information Technology

SIC GROUP
SOLUTION SERVICE

株式会社SICシステム
システムコンサルティング
ソフトウェアの設計、製造、導入後の運用支援
コンピュータ機器の導入、販売
ICT全般に関するアウトソーシング

株式会社東京ロジスティクス研究所

アウトソーシング

ITコンサルティング

Outsourcing

物流、経営コンサルティング・エンジニアリング
流通・ロジスティクス・ITに関する調査・研究
物流に関する人材開発・教育研修など

IT Consulting

システムインテグレーション
System Integr ation

株式会社ルート14
株式会社アイ・シー・ティー 二十一
コンピュータシステムの導入コンサルティング及び開発
コンピュータシステムの保守運用サービス及び派遣業務
コンピュータソフトウェアの研究、開発及び販売
コンピュータ、
周辺機器の導入コンサルティング
コンピュータ、通信機器及び周辺機器の販売

コンピュータシステムの企画・設計・開発・保守
コンピュータシステムのコンサルティング

ロボットアプリケーション

株式会社プルーヴェンシステム

Robot Application

コンサルティング
情報システムの企画・設計・製造・導入後の運用支援
インターネットメディア事業

物流コンサルティング
Logistics Consulting

ITサービス
IT Service
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SICシステム所属
ＳＩ事業部ＳＩ部 部長

Ａ.S

SICシステム所属

1999年入社

ＳＩ事業部ＳＩ部 主任

今後グループの中核を担う事業部。
新人の皆さんにも存分に力を発揮して欲しい。

D.S

2007年入社

仕事もプライベートも充実。
憧れの「ものづくり」は、多様な業種のシステム開発で実現。

私が所属するシステムインテグレーション事業部は、受託開発案件を中心に展開しています。開発から保

私は元々小さい頃から
「ものづくり」
に憧れていました。
「ものづくり」
と呼べる職は色々あると思いますが、私は

守・メンテナンスに至るまで総合的に担っており、ITと言うメソッドを介してお客様のご要望にお応えするシス

その中でもソフトウェア開発に興味を持ち、情報系の大学へ進学して当社に入社しました。入社してすぐに
「もの

テムのご提供・追求を行っています。 中でも大きな特徴は、
それぞれの企業に向けてオーダーメイドでシス

づくり」
に携わりたいという思いは叶い、
これまでにプリンタの制御プログラムの開発、教育系システムの開発、医

テムを開発していること。
また、
そのやり取りをしていただくお客様も、企業の経営層や決裁者が中心。業界・

療系システムの開発など、非常に幅広い分野のシステム開発に携わらせていただく事ができています。業界の知

業種も幅広く、
それぞれの前線で働く方々とお話し、課題解決や業務改善、生産性向上に向け最適なシステ

人の中には同じ業種のシステム開発をずっと行っている人もいる中で、
当社で色々な業種のシステム開発を経験

ムを構築することが私たちのミッションです。保守・運用まで担うこともあるため、社会の仕組みに幅広く触れ

できているのは幸せな事だなと感じています。

ながら、
エンジニアとして一貫したプロセスを経験できます。直接お客様のご状況を伺いながら開発に取り組
むため、導入後のお客様の変化を目の当たりにできること、
そして
「ありがとう」
のお言葉をいただけることが

私は受託開発案件を主に行う部署に所属しており、
リーダーという立場で配属したての新入社員達と一緒に
仕事をする機会が多いです。新人だからと大した仕事を任されないのではないかと思うかもしれませんが、全く
そんな事はなく、ある程度大きな仕事を任せ、それをしっかりとフォローしていくという体制で仕事を進めています。私がそのように仕事を進めるのは、私が新入社員だった頃、最初のプ

何よりのやりがいです。
一方、経営者の方々と事業についてお話し、ITを介してお客様の理想を叶えるサポートをするため、当然ながらお客様のビジネスや組織の状況、所属する業界の動向なども深く理解す

ロジェクトでそのように仕事を任せてもらえ、それを最後までやり切った時の達成感を今でも覚えているからだと思います。 大きな仕事を任されると不安に思ったり、大変な思いをした

る必要があります。エンジニアの仕事はコンピューターに向き合う仕事ではなく、
「人と人とのコミュニケーション」を何よりも必要とする仕事なのです。少し驚かれるかもしれませんが、

りする事も確かにあるのですが、それを最後までやり抜き、自分が開発に携わったシステムが実際に動く所を見る事ができるという点が凄く嬉しく、また、自分が開発に携わったシステム

そう考えるとシステム会社に対する見方も変わってくるのではないでしょうか？技術は一つの手法に過ぎず、それが全てではないのです。よりお客様にマッチした提案ができること、そし

を実際に使って頂いた方の反応を見る事ができる点も凄く嬉しく、そういう所が仕事を楽しんで続けていく事ができる大きな要因になっていると思います。

て納品後にお客様のビジネスが上向いているかが全て。私たちの価値は、そこで決まると言っても過言ではありません。言い換えると、ただ技術を提供するだけでなく、お客様と深く関

また、仕事以外の面でもスポーツサイクリングを趣味とする同僚と一緒にサイクリングに行ったり、音楽を趣味とする同僚とバンドを結成して、会社の行事で演奏してみたりと、自分に交
流を深めたい、一緒に何かをやりたいという思いがあればそれができるようなアットホームな雰囲気が当社にはあります。会社の重役の方々との距離も近く、一緒にお話ができる機会も多

われるからこそ、この仕事はオモシロイのです。
私は新卒で当社に入社し、今年で15年になります。これだけ長く続けていられる理由は、一重に「仕事への興味が薄れないから」です。生活の安定なども大切ですが、仕事をする上で一
番大切なことは、自分が楽しいと感じ関心を持ち続けられることだと思います。また、当社では個人に対する決裁権や責任の度合いが非常に大きく、自身次第で事業を発展させるような

いので、あまり窮屈な思いを感じる事はないのではないでしょうか。先輩から威圧的に接せられる事もなく、体育会系な雰囲気はまるでありません。仕事もプライベートも一緒に楽しめる
仲間に出会える雰囲気が当社にはあると思います。あなたもぜひ仲間に加わってみませんか。

チャンスにも恵まれます。そのようなチャンスに溢れる環境で仕事を楽しみながら、ITでより良い未来を創造されたい方は、ぜひ応募ください。

SICシステム所属
システムソリューション東京第１事業部

M.K

ルート14所属

2017年入社

システムソリューション事業部

学ぶことが多く、大変な業務であるが、
一人で不安を抱えるようなことはありません。

K .T

2017年入社

未経験の入社でも成長を実感。
これからの技術者の重要性を感じております。
何か専門的な技術を身に付けられる仕事に就きたい。そう思い、私はこの業界に足を踏み入れました。

私がシステムエンジニアに興味を持ったのは、それが「ルーティンワークの仕事ではない」からです。こ
の職種は、毎日同じ仕事をするということがありません。またITという業界は日々変化する業界でもありま

体育大学出身で、情報系の知識は全くなく、パソコンに関してはWord位しか使用しておらず、入社当初は

す。その分、学ぶことが多く大変でもありますが、モノづくりに興味がある人、好奇心旺盛な人、知識を蓄

かなり不安だったことを覚えています。3ヶ月の外部研修・OJT研修・現場配属と、学ぶことが沢山あり、情

えることが好きな人、飽き性の人など、意外に多くの人にとって魅力的な職種だとお伝えしたいです。

報系の知識に触れたことのなかった私には、とても難しく感じました。特に現場業務は、研修と一線を画す
るものでした。

入社5カ月目のとき、私は社外のプロジェクトに配属されました。
本社を離れて働くことに、はじめは心細さや不安感がありましたが、配属されてからの数か月間はOJTで

現場では、水道局の帳票システム開発に携わり、コーディング技術に加え、水道局のシステム知識も学ぶ

上司が分かりやすく指導してくれたため、安心して学び、業務を覚えることができました。現在も同案件の

必要がありました。四苦八苦していましたが熱心な上司に支えていただき、技術と知識を学んでいきまし
た。少しずつ、着実に経験を積むことで技術を習得し、不安は少しずつ減っていきました。私はもう入社3年

保守担当として、システムの不具合の調査、修正、単体テストや、問い合わせの対応を行っています。
業務では「どう修正するのがベストか」
「どうしたら読み手にとって分かりやすい回答になるか」など、随所で学んだことや自分の思考を活かせられるのが楽しいです。また自分の手で
不具合を解消したり、お客様の疑問点や不安を解消できた瞬間に、私は達成感とやりがいを感じています。

目になろうとしています。これからは教えていただいた技術を後輩に伝えていけるように技術の習熟にも力を入れたいと思います。
未経験で入社しても、一つ一つ、実直にこなしていくことで技術が身に付き、成長していくことができます。これから益々情報化していく現代社会において、技術者の需要は増えていくと

私が入社を決めたのは、弊社の面接が「どこよりも自分の話を深掘りして聞いてくれるもの」であり、1人1人を丁寧にみてくれる会社だと感じたからでした。未経験だった私も、研修や

思います。また、IT業界は技術の幅も広く、変化していきます。その為、お客様のニーズに応えられるよう常に学ぶ姿勢が大切です。学び習得した分、活躍できる場面も増えます。

OJTを経て、今では自分で考えて保守対応ができるようになりました。また、業務では関わらない先輩社員まで何かと気遣ってフォローしてくれるため、1人で不安を抱えるようなこともあ

IT業界に興味があるけど、自分の分野と違うからと選択肢から外してしまっている人もいるのではないでしょうか。もし少しでも興味があれば、新しい分野に挑戦してみてはどうでしょう

りません。興味がある方にはぜひご応募ください。一緒に働ける日を心待ちにしております。

か。

SICシステム所属
システムソリューション東京第１事業部

T. O

2018年入社

社員一人ひとりを尊重する会社。
充実した教育サポートでしっかり基本を習得できました。
就職活動を行う際、私自身が理系出身ということもあり、また手に職をつける事が出来るSEという職種
に魅力を感じこの業界を志望しました。その中でも面接の際に感じた会社の落ち着いた雰囲気や社員一人
一人を尊重する社風に惹かれ、当社に入社しました。私は理系出身ではありますがプログラミング経験も

SICシステム所属
システムソリューション東京第2事業部

K .Y

2018年入社

文系理系関係なく活躍の場があり、
社会人としてのマナーもしっかり教えて頂けます。
現代の社会においてITは欠かせないものになっており、その中で自分も活躍できるSEになりたいと思
い、この業界を志望しました。
私は理系でしたが違う分野だったため、学生の頃は情報系に関する知識はありませんでした。しかし当社

知識もほとんどありませんでした。しかし当社での入社前の事前課題、約3か月間の外部研修、OJTなどの

は教育面のサポートが充実しているため、未経験でも知識を身につけることができました。内定後の入社

充実した教育サポートがあるため少しずつしっかりと知識を身に着けることができました。また、わからな

前研修では先輩社員の方々と話す機会もありました。入社後は３ヶ月の外部研修で、プログラミングの知

いことやできないことは周りの先輩や上司の方にきけば優しく丁寧に教えてくれます。

識だけでなく、社会人としてのマナーなども教えていただきました。

現在はSEとしてお客様先に常駐し工事の受発注システムを開発しています。まだ新人ながら基本設計、
詳細設計、製造、単体テスト、結合テストなど多くの工程に携わらせていただき、私自身の成長にもつな
がっています。
私もそろそろ2年目になりますが、まだまだ未熟な部分はとても多いので積極的に学ぶ姿勢で仕事に臨んでいきたいです。SEは覚えることがとても多い職種だとは思いますが、その分
自分の成長も目に見えて感じますし、その分やりがいに感じる事が出来ます。当社に興味を持たれた方はぜひご応募してください。

研修後はお客様先に常駐し、インフラ関係に携わっています。実際の現場では、毎日学ぶことがたくさん
あり、わからないことがあった時は先輩社員に聞けば丁寧に教えてくれます。
私はこの１年で多くのことを吸収できたように感じます。日々勉強の毎日ですが、身に付けた知識が業務に生かせたときに大きなやりがいを感じます。また、どの業務でもチームで行うこ
となので、情報の連携を図ったり、状況を報告したりと「報・連・相」が重要だと身にしみて感じました。
IT業界は技術もニーズも変化していくものなので、常に先進的な姿勢が大切だと感じます。もうすぐ２年目ですが、これからも学び、IT業界で活躍できるようになりたいと感じます。もし
SEを希望されているのであれば、文系理系関係なく活躍の場がありますので、当社に興味を持たれた方はぜひ応募してください。
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SIC GROUP SERVICE SUMMARY
ITコンサルティング

システムインテグレーション

アウトソーシング

物流コンサルティング

IT Consulting

System Integr ation

Outsourcing

Logistics consulting

ITコンサルティング事業は、企業が抱える様々な問題をＩＴをコアと
したテクノロジーにより、解決いたします。業務改善コンサルティン
グ、
ＩＴ顧問サービス、情報漏えい対策など、企業様に求められるあら
ゆる分野に関して、幅広い分野でご支援をさせていただいています。

システムインテグレーション事業は、企業向けシステム開発、導入な
どをはじめとしたコンピュータに関する支援業務です。
お客様の求め
ているシステムと対象となる業務の内容を分析し、
メーカーにとらわ
れることなくお客様の立場に立った柔軟な発想と適切な言語、
ツー
ルの提案で効果的で使いやすいシステムを実現いたします。

アウトソーシング事業は、
コンサルティング、
プロジェクトの要件定
義、設計の上流工程から開発、
テスト、運用、保守の全ての開発工程、
また、
ネットワークのインフラ設計、
システム運用にいたるまで、
お客
様のご要望に合わせた多岐にわたるIT領域で人材支援によるサービ
スを提供しています。
当グループは、豊富な人材により、SAP、Java、.
NETをはじめとした多くの開発言語に対応することやネットワーク、
インフラに関する技術提供も可能です。

開発業種

汎用・オープンシステム

業務改善コンサルティング
システム導入時、あるいは、システムの見直しをする際に、現状の業務分析を行い、

商社、保険、メーカー、スポーツジム、官庁、ＪＡ、製造、卸売、おしぼり、テレビ通販、

・製薬企業向けパッケージの開発、運用保守

業務プロセスの改善提案を行います。

化粧品、老人福祉施設、ホテル、大学、高校、印刷、原子力発電所メンテナンス業他

・情報収集、公開サイトの設計〜運用保守
・会員管理サイトパッケージのカスタマイズ〜運用支援

ＩＴ顧問サービス
企業の顧問税理士や顧問弁護士と同様に、ITの専門家として、情報管理のあり方やIT
全般に関する支援、ネットワークに関する相談や助言などを行います。またシステムを

開発業務
販売管理、在庫管理、人事、財務、給与、工程管理、その他業種業務特有の業務

導入する際には、クライアント企業の立場として発注先の選定やベンダーコントロール

・基幹系システム(顧客管理、契約管理、生産管理等)
・顧客業務の業務改善提案
・銀行対外接続系システム（ＡＮＳＥＲ、ＣＡＦＩＳ、全銀システム、オンライン提携等）
・銀行システム統合化対応

の支援を行うなど、クライアント企業の情報システム部の役割を担うサービスです。
VB.NET , ASP.NET, C#.NET , Java , PHP , ASP , VB , ACCESS , Delphi ,

・基幹システム開発、保守

PowerBuilder , PL/I , VBA , COBOL等

情報漏えい対策サービス
お客様の現状を分析し、貴社にあったソリューションをご提案。管理強化と使いやす
さを追求し、本業の業務効率を低下させずに、
マネジメントと業務効率のバランスを

ミドルウェア

バックアップ（ARCServe,NetWorker,NetVault）、
電源管理（PowerChute）、

考えたセキュリティ対策をご提案させて頂きます。複雑な導入設定から煩雑な運用

運用監視（SystemwalkerCentricManager,JP1）、

なども弊社が全面的にサポートし、安全・安心にIT資産を管理いたします。

EDIツール（GatewayInterchange）、
メッセージングサーバ（WebSphereMQ）、
MTA（qmail,sendmail,Postﬁx） 、DNSサーバ（Bind）

クライアント企業

SCMコンサルティング
・SCM構築支援・SCMに関わるノウハウの提供
・需要予測システムの構築、販売計画から生産計画までの一括システムの構築

・基幹システム開発案件のコンサルティング〜開発（ABAP）
・ユーザサポートデスク
・外部取引先、社内サブシステムとのEDI連携（開発・運用保守）
・通信ソフト(SterlingIntegrator、ACMS等)を利用したEDIの開発
・EDIサーバの運用保守

・企業の経営革新や業務改革の支援
・経営計画策定・業務改革・組織変更に伴う業務やシステムの再構築支援
グローバルロジスティクスコンサルティング
・グローバルロジスティクス戦略の構築と具体的センターの設定
・グローバルに展開する3PLへのRFP策定と選定支援
・海外における最適物流構想立案

・IFRS等の法令改定対応、運用改善提案

システム
開発

ロボットアプリケーション
Robot Application

ITサービス
IT Service

中小企業のための
中小企業の
IT顧問サービス
情報漏えいサイト
http://sic-system.co.jp/itadviser/

ITサービス事業は、今後当グループが特に力を入れていく事業になります。特定の分野に限らず、社会で必要されるサービス、
あるいは課題解決のためのサービスを当社の強みである問題解決力、
ＩＴ技術を活用し、解決をしていきます。

ＬＰＧトータル管理システム
P r o pa f o r c e

配送診断サービス
Delivery Dignosis System

め、様々なロボットを活用したソリューションを提供
しています。特にソフトバンク社が販売している人型

Propaforce（プロパフォース）は、プロパンガス販

配送診断サービス「DDS」とは、物流事故など物流過程全体を徹底的に監視し、原因追求

ロボット
「Pepper」
では、集客向上、売上向上、業務

売会社向けＬＰＧトータル管理システムです。長年

することができる画期的なシステムです。配送中に発生する「衝撃」や「傾斜」、冷蔵・冷凍

効率等のアプリケーションを提供しており、
ソフトバ

培ったノウハウをもとに「使いやすい」、
「分かりやす

車に起こる「温度」
「湿度」の異常値を捉えることができます。また、発生箇所を地図上で

ンクロボティクス株式会社のロボアプリパートナー

い」、
「導入しやすい」をモットーにしたプロパンガス

把握することができ、今まで見えなかった物流過程を見える化することで、物流事故の問題

販売会社様の業務を全面的に支援するトータルシス

を解決することができます。これにより、物流品質の向上、クレームコストの削減、お客様

テムです。

からの信用などを得ることができます。

（Basic）
として認定されています。

サービスサイト

http://sic-system.co.jp/security/

・顧客企業のロジスティクスの現状分析、ロジスティクス改革の方向性提示

業務改革・BPRコンサルティング

・基幹システム（SAP）導入支援、運用保守(GTM、FI、CO、SD、MM、BW、PP、HR)

SICグループでは、将来、様々な分野でロボットが活

中小企業の
情報漏えい対策

等
ERP（SAP）導入、開発支援事業

用されることを想定し、
「Pepper」
や
「Tapia」
をはじ

IT
顧問

・ロジスティクスセンター構築、ロジスティクスセンター運営システム構築支援

・商社系業務全般のシステム提案（契約、受渡、計上、入出金、貿易業務）

IT分野の経営パートナー

業務
改善

ロジスティクス戦略コンサルティング
・ロジスティクス戦略の立案、拠点戦略構想全般の立案、輸配送構想の立案

・調達・生産・販売・物流といったサプライチェーンの効率化や在庫削減の仕組みの構築

・銀行統合監視システム構築
対応言語

物流コンサルティング事業では、
ロジスティクスを中心にマーケティ
ング政策や流通政策および情報システム支援など様々な分野で、
ク
ライアントへのコンサルティングを行っております。所属コンサルタン
トは、大手企業経験者のべテランから最新の技術やノウハウを保有
した若手まで、
チームワークで分析力、創造力を駆使した戦略志向で
クライアントの要請に対応しております。
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研修制度 / 社員教育 / 福利厚生
キャリア形成に関しては、
「入社前研修・新入社員研修・OJT」
から始まり、
「プログラマー」
「
、システムエンジニア」
「
、上級システムエンジニア」
とキャリアを積ん

社内イベント
SICグループでは、年3回のグループ全体懇親会や社員旅行をはじめ、各種季節毎にイベントを催し、
グループ間の交流や情報交換できる環境を提供しております。

でいきます。そこから先はそれぞれの希望と適性に合わせ、
キャリアステップが設定されています。最初の10年程度は同じキャリア形成を歩みますが、その後
は経営志向、
プロマネ志向、技術志向の大きく三つに分けて、本人の適性を見ながらキャリア形成を設定します。

研修制度
教育体制が整っているのも当グループの大きな特長です。
社員の80％以上がプログラマ未経験での入社ですが、今では皆さんIT技術者として活躍をしています。

□内定者研修
学業に負担のないレベルで、
ビジネススキル、
ヒューマンスキル、
プログラミングスキルを学びます。

□新入社員研修
２〜3ヶ月の外部研修にて、
ビジネスマナー、
コンピュータの基礎、
プログラミングの基礎を学びます。
□ＯＪＴ
配属された職場で業務を通しながら、
プログラマー、
ＳＥとしてのスキル習得して頂きます。

□ グループ懇親会

□ 新入社員歓迎会集合写真

□ 新入社員歓迎会

□ 入社式

□ 社員旅行

□ 社員旅行

□ 社員旅行宴会

□ 若年者研修

□ 若年者研修懇親会

□ OJT担当者研修

□ プレゼンテーション研修

□ ビアガーデン

□ BBQ

□ フットサル

□ ゴルフ

□新入社員フォローアップ研修
新入社員としての1年間を振り返りも含めた研修を通し、2年目以降の成長を支援します。
□若年者研修

□中堅社員研修

□幹部候補研修

この他にもいろいろな研修があります。

教育支援
自分のスキルを高める人を支援する体制が整っているのも当グループの特長です。

□資格合格祝い金
経済産業省の情報処理技術者試験、
ＩＴベンダーのIT系の資格、簿記などの資格も含め、現在、
約１５０以上の資格に支給しています。

□自己啓発支援
個人で購入された専門書、
ビジネス書籍や個人的に参加されたセミナーなどの費用を半年に一度
申請をして頂き、会社の予算に合わせ、全額もしくは一部を補助します。
□eラーニング
インターネット環境があれば自由な時間に学べるｅラーニングの環境を用意しています。
新入社員教育、若手/中堅社員教育、管理・監督者教育、
ものづくり、営業/販売/サービス、
経営課題/CS、健康/メンタルヘルスなど多くのジャンルを自主的に学習することが可能です。

福利厚生
□厚生年金・健康保険
□雇用保険

□退職金制度

経
営
志
向

プロマネ志向
コンサルティング

Generalist

上級SE

SE

プログラマー

IT
アーキテクト

Specialist

研修
OJT

技術志向

■ ＳＩＣグループ
〒160-0004

新宿オフィス

東京都新宿区四谷4-34-1

■ ＳＩＣグループ
新宿御苑前アネックスビル

〒380-0821

長野オフィス

長野県長野市鶴賀1381
鍋屋田小

富久町西

富久町
A-1出口

新宿オフィス

昭和通り

都営新宿線

市役所前
長野市役所

大木戸坂下

長善寺

外苑西通り

新宿一丁目

長野大通り

外苑
東通
り

花園小学校

2番出口

長野オフィス

曙橋駅

靖国通り

長野新幹線

四谷四丁目

新宿御苑前駅

2番出口

新宿通り
四谷区民ホール

四谷三丁目駅
東京メトロ丸ノ内線
長野駅

新宿御苑

■ ＳＩＣグループ
〒260-0015

千葉オフィス

■ ＳＩＣグループ

千葉県千葉市中央区富士見1-15-8

ＲＣ千葉ビル8F

〒110-0015

上野オフィス

東京都台東区東上野1-12-2

RECRUIT

岡安ビル4Ｆ

至上野
JR総武本線
首都高速1号上野線

アメ横

中央通り

タウンライナー
栄町駅

JR千葉駅

千葉興業銀行

メガネ

三井住友銀行
ヨドバシカメラ

NTT

野村證券

春日通り

上野御徒町駅

千葉オフィス

多慶屋
仲御徒町駅

松坂屋

JR御徒町駅

東京電力

昭和通り

岡三證券

JR外房線

上野広小路駅

京成千葉駅

焼肉
ラーメン

上野オフィス

至秋葉原

SICグループ

検索

http://www.sic-group.jp/

サンクス

