わたしたちは、
こんな会社です！

株式会社ユニ・テクノロジー

当社は創業以来「お客様第一主義」を基本理
念に掲げ、数多くの先進的なプロジェクト開
発やシステムの運用保守を行ってきました。
私たちが携わるITプロジェクトでは、将来的
に製品化されるものや、まだ世の中に存在し
ないシステムの開発を行います。そのような
一歩先を行く技術革新に自ら携わることが出
来るのです。今は存在しないものでも、数年
先には世の中の常識になる、なんてこともあ
るかもしれません。『未来を実現するなんて
ワクワクしてきませんか？』私たちの仕事は
世の中を便利に、そして豊かにする仕組みを
作ること。
『好奇心と向上心のある学生、大歓迎』ぜひ
当社の扉を叩いてみてください。

わたしたちの「未来」カタチにしています
ＰＯＳシステム

コンビニ受発注システム
コンビニ各店舗と本部
間の受発注を管理する
システム

宅配サービスシステム

セルフのガソリンスタ
ンドのタッチパネルや
決済を支えるシステム

宅配便の荷物やトラック
輸送を管理するシステム

ネットスーパーシステム
ネットスーパーの個人
宅配や共同購入を支え
るシステム

公営競技システム
証明書コンビニ交付システム
マイナンバーカードを
利用して、コンビニか
ら住民票等を取り出す
システム

競輪などの公営競技における
投票券購入、レース結果の確
認、口座振替等のサービスを
支えるシステム

新人プログラマー

AM

初めての一人暮らしで不安もありましたが、

9：00

出社
メール・１日のスケジュール
チェック

社員寮なので先輩社員も近くに住んでいます。
困った時は助けてもらえる、そんな安心感も
あり、今では、快適に生活しています。
初めて携わる業務では仕事の進め方や、細か

AM

9：30

障害報告書の確認
リーダーと意見交換をしながら、
障害箇所の修正内容を決める

なルールなど分からないことが多く、戸惑う
場面もよくありました。しかし、先輩方が優
しく丁寧に教えてくれるので、今では、一通

AM

10：00

りの作業を一人でこなせるようになりました。
学生時代にプログラミング経験はありました
が、技術的な面ではまだまだ未熟です。作業
が行き詰ったときには、アドバイスをもらい、

先輩の支えがあるから
日々、成長を実感できる

AM

12：00

そこでまた新たな発見もあります。こうした、
周りの先輩方の支えもあって、日々成長を実

PM

感できています。

1：00

初鹿 智弘

設計書・プログラム修正
修正された設計書を元に、プロ
グラムを作成
ミスがないよう慎重に行う
昼食
自分のデスクでお弁当を食べる
ことが多い、そのまま仮眠し午
後に備える
テスト
作成したプログラムにエラーが
ないか、障害が解消されている
かの確認

プログラマー／2016年入社

PM

5：30

PM

6：00

最終確認
リーダーに確認してもらう
OKがでれば、後日、リリース
明日の作業確認をして退社
仕事の進捗によっては残業す
ることも

紹介します！ＵＴＣのすごい人
AM

8：30

出社
メールチェック、 一日の作業
を組み立てる

先輩システムエンジニア
テレビや携帯電話の中にある基板(ICチップ等
が乗っている電子回路)を作る装置の開発に

AM

8：40

朝のミーティング
作業予定の伝達を行う

携わっています。主に装置の画面制御を担当
しており、設計から評価までを行います。
装置の"顔"とも言える部分なので、より分か

AM

9：00

作業開始
設計・コーディング・テスト
後輩の資料のレビューを行う

り易く使い易い表現を心がけ、気を使うこと
も多いですが、自分で対応した内容が目に見
えるので、作業を終えた時の達成感は大きい
です。私達から装置の改善を提案することも

AM

12：30

昼食
社内でみんなで食べることが多
い

多々あり、皆で良い物を作り上げるという意
識が高い職場です。
電子機器を使わない日は無い世の中で、その
中核とも言える基板を作る一端を担うことで、
自分の頑張りがどこかで繋がっているのかと

PM

午前中の続きをメインに作業開
始

PM

1日の作業の振り返り、明日のス
ケジュールを確認

“皆で良い物を作る”
高い意識でチームをまとめる

週に一度、メンバーでミーティ
ングを行い退社

システムエンジニア／2005年入社

1：15

5：00

PM

5：30

思い、やりがいを感じることが出来ます。

天野 弘樹

入社前からの充実した教育・研修制度で社員の成長をサポート！
内定時10月～ 内定者教育
Java言語などの基礎学習後、プログラミングに挑戦。
先輩社員が担当につき、サポートします。月に1回、来社
しながら学ぶことで、会社の雰囲気にも早く慣れること
ができます。

入社後4月～ 新入社員研修
約2ヶ月、ビジネスマナー研修や、Java・C言語の外部研
修があります。

配属後～ ＯＪＴ （実技研修）
新入社員研修後、配属が決まります。先輩社員のフォ
ローの下、実際の業務をしながら学んでいきます。

技術取得の為の講習会参加
常に最新の技術取得のため、講習会への参加があります。

あなたの成長を全力応援！
先輩・上司の本音！「年代別、社員に期待すること！」
自分の将来のビジョンを明確に！
失敗を恐れず積極的にチャレンジ！

30代～

20代後半～

まずは社会人の基本をしっかりと！

新入社員
●

分からないことをハッキリ伝える

●

周囲を巻き込んで仕事ができる

● 常に周囲に目を向けられる余裕を持つ

●

報告・相談・連絡ができる

●

一つ一つ成果を蓄積し経験値を稼ぐ

● プロジェクトを任せられる

●

時間を守る・ 約束を守る・挨拶・
嘘をつかない

●

進んで自己啓発に取り組み、
学習意欲を持ちスキルアップを目指す

● 自身の作業以外に、部下の指導・教育が
できる

まずは会社説明会へ！みなさまの参加をお待ちしています。
ＳＴＥＰ01

ＳＴＥＰ02

ＳＴＥＰ03

会社説明会 ＆
一次選考

二次選考

最終選考

説明会後に一次選考
（適性試験・作文）

管理部面接＋一般常識試験

システム面接（役員）

内々定！

学生時のプログラミング経験は問いません。システム開発をやりたい！という強い気持ちをアピールしてください。

懇親会や社員旅行の他にも、野球大会やゴルフコンペなど
交流の場があり、社員間の仲の良さは自慢の一つです！

ＵＴＣってこんなところ！
やりがいのある仕事です。
プロジェクトが終わったときの達成感
はなんとも言えません。若い社員が非
常に頑張っている会社です。活躍の場
はたくさんありますので、一緒に会社
を盛り上げていきましょう！

私たちの生活に身近なシステムを作っ
ています。
自分が携わったシステムが街で使われ
ているところをみると、とてもやりが
い・達成感を感じます。社会貢献だけ
ではなく自分自身も成長できる会社で
す！

ITへの不安がある方も多いと思いま
すが、入社前から、個人のスキル
に合わせた手厚い新人教育がある
ので安心できます。
頑張った分だけステップアップが
できることも大きな魅力です！

好奇心と向上心のある学生、大歓迎！
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