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当社はシステムの企画から設計、開発、コンサルティングまで、
ワンストップサービスでお客様を支援しています。

ＩＴ分野の技術革新はめまぐるしく、人工知能技術（ＡＩ）、
モノのインターネット（ＩｏＴ）、自動化（ＲＰＡ） など、
私たちの生活を大きく変えていく技術に目を向けなければなりません。
常に新しいことに挑戦していくチャレンジ精神、向上心が必要です。

一方で、成熟した技術・システムを大切にメンテナンスしながら
長く使い続けることも重要です。
必ずしも新しい技術がお客様のニーズではないからです。

新しいことに目を向けながら、今あるものも大切にしていく。

それが当社の使命だと考えています。

代表取締役 佐和 篤

大学卒業後、某独立系システム会社に入社。約10年間、
システムエンジニアとして活躍。金融・公共・医療系プロ
ジェクトに携わる中で、金融系システム開発に対する興味
を深める。2003年4月、金融業界に特化する京葉情報シス
テムへ入社。全プロジェクト責任者を行いつつ、品質と情
報セキュリティを担当し、現在は同社の代表取締役として、
お客様に“感動を与えるサービス”を提供する企業を目指
し、様々な取り組みを行っている。

Top Message
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事業内容

システムの企画・提案・設計・構築業務
小規模から大規模までお客様のご要望を重視する企画・提案から品質の高いシステム構築を実施致します。
またシステム導入後には丁寧なサポートを行っております。上流工程である要件定義から運用、保守業務
までシステム開発におけるすべての工程に対応できます。

お客様（IT 部門）の支援業務
IT 部門のお客様と同じ立場で業務に携わる「社員代替」という形で業務支援を行っています。お客様の業
務を熟知し、お客様の立場で思考することで最適な対応を実現しています。

感動を与えるサービスをご提供します。

開発プロジェクト実績

代理店オンライン・火災申込書作成システム
新収納 払込票・登録型クレカシステム
UNISYS 機からIBM 機へのシステム移行作業
代理店手数料設定システム
大手損害保険会社の合併に伴うシステム統合
取引信用保険 信用不安情報集積管理システム

損害保険システム

銀行系システム

成人NISA・ジュニアNISA 対応システム
メガバンクの海外拠点向け預金システム

医療系システム

病院内システム連携

ポイント企画登録システム
中国流通企業の買物付与ポイント加工システム
メガバンクの海外拠点向け預金システム
商品情報閲覧システム

流通系システム

マイナンバー対応
共済年金における主要システム

官公庁系システム

その他

樹脂メーカー業務のワークフロー化

中小製造業スマート化推進事業（千葉県IoT 推進
ラボ）への参画

新規事業

ほか各種システム開発実績があります

主に東京都心・千葉北西部で企業活動をしています。
様々なシステム開発を通して、お客様へ信頼と安心を
提供して参ります。

各種開発のエンジニアリングサービス
お客様のニーズに合わせた業務請負、一部請負、人材派遣等のサービス提供を行っております。その際必
要とする技術・技能レベル、経験、資格以外にも人間性を重視し、人材を選考しお客様にサービスを提供
致します。



会社概要
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社名 株式会社京葉情報システム
略称 KIS
設立 1990年7月2日
資本金 2000万円
売上高 15億2000万円(2022年6月期）

13億9000万円(2021年6月期)
17億7000万円(2020年6月期)

事業内容 1.電子計算機利用システムの設計及び開発
2.電子計算機利用システムに関するコンサルティング
3.電子計算機の販売及び管理業務
4.電子計算機に関する情報の提供及び販売

代表者 代表取締役 佐和 篤
従業員数 135名(2022年10月現在)
主要取引先三井住友海上火災保険株式会社

あいおいニッセイ同和損保株式会社
株式会社キューブシステム
富士フイルムメディカルITソリューションズ株式会社
出光興産株式会社
Siemens Industry Software Inc. 他

取引銀行 千葉銀行稲毛支店
所属団体 千葉県情報サービス産業協会

東京商工会議所

所在地
●東京本社
〒101－0052
東京都千代田区神田小川町2－3－13 M＆Cビル7Ｆ
TEL 03-3259-1551/FAX 03-3259-1554

●千葉本社
〒262-0014
千葉県千葉市花見川区さつきが丘２－２－９

●千葉ニュータウン事務所
〒270－1352
千葉県印西市大塚2－2－1
(三井住友海上火災保険株式会社千葉ニュータウンセンター内)

TEL 0476-45-3576/FAX 0476-45-3078

●幕張事務所
〒261－7128
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGウエスト棟28階
TEL 043-445-8903/FAX 043-445-8906

●千葉みなと事務所
〒260-0025
千葉県千葉市中央区問屋町1-55 シーオービル5階
TEL 043-247-8966/FAX 043-242-5464

顧客満足度の取り組み
株式会社京葉情報システムは、
ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム
ISO/IEC 27001:2013 情報セキュリティマネジメントシステム
認証企業です。

QMS 適用規格番号：
JISQ9001:2015(ISO9001:2015)
企業名 ：株式会社京葉情報システム
事業所名：東京本社、千葉ニュータウン事業所、高田馬場

（新宿ガーデンタワー）、千葉みなと事務所
組織名 ：業務一部（第一グループ、第二グループ、第三

グループ、第四グループ）、分散スキル開発部、
インフラ基盤担当

対象範囲：損害保険システムのソフトウェア開発、メンテ
ナンス

ISMS 適用規格番号：
JISQ27001:2014(ISO/IEC27001:2013)
企業名 ：株式会社京葉情報システム
事業所名：東京本社、千葉ニュータウン事業所、高田馬場

（新宿ガーデンタワー）、千葉みなと事務所
組織名 ：業務一部（第一グループ、第二グループ、第三

グループ、第四グループ）、業務二部、分散ス
キル開発部、インフラ基盤担当

対象範囲：ソフトウェア開発、メンテナンス
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数字で見る京葉情報システム

創業32年 (1990年7月創業)

社員数 135名 (2022年10月)

社員の男女比率 男性３：女性１

平均年齢 39歳

勤続年数 平均14.5年

文理比率 文系 53%：理系47%
(2020～2022年度)

研修期間 ３ヶ月
その後半年～１年のOJT

離職 (新卒) 2020年度1名
2021年度1名
2022年度1名

採用実績 2020年度6名(男性4名,女性2名)
2021年度5名(男性3名,女性2名)
2022年度4名(男性4名,女性0名)

平均残業時間 月11時間(2021年度)

有給休暇取得率 78.3％（2021年度)

年間休日 122日
有給休暇 初年度10日(最大20日)
完全週休２日制(土･日)、祝日、創立記
念休暇(7月)、夏季休暇(有給)、年末年
始(12/29～1/4)

勤務時間 9:00～17:00 7時間勤務

育児休暇取得率 男性100％、女性100％
（2021年度)

月給 大卒210,000円、大学院卒230,000円
(2022年実績)

資格手当 基本情報技術者5,000円
応用情報技術者10,000円など
(3年間支給)

住宅手当 賃貸20,000円、
自宅(ローン返済中)10,000円

(新卒入社5年目まで、中途入社26歳まで）

賞与実績 2022年 6月：2.4ヶ月
2022年12月：2.5ヶ月

情報処理技術者試験 取得率89.8％
(2023年1月)
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先輩紹介

山際さん
■出身学部：生産工学部
■現在携わっている仕事：年末調整に使用するデータの作成を行っています。

皆さんは仕事をしていく上で不安な部分や疑問に思っていることがたくさんあると思います。当社では、そ
のような部分を解決してから仕事に取り掛かれる環境があります。入社してすぐ仕事。。。ではなくまず
３ヶ月ほど研修を受けます。研修を通してプログラミングの基礎や、IT知識を学ぶことができるため、いま
までプログラミングをしたことがない人でも問題ありません。その後、配属先が決まり仕事に取り掛かって
いきます。仕事をしていく上では、先輩社員が手取り足取り教えてくれます。また、疑問点が出てきた際に
は、優しく教えてくれます。このような社内環境も当社の特徴の一つです。

文系・理系関係なく仕事をしていける環境があります︕

大竹さん
■出身学部：理工学部
■現在携わっている仕事：ラズパイとAIを使用した不良品判定システムの開発に携わっています。

私はプログラムの開発についてほとんど経験のない状態で入社したのですが、研修や日々の業務を通して、
徐々に理解を深めることができています。当社では研修・教育制度を利用して自分に必要な分野について学
習したり、資格試験や通信教育の補助制度を利用することも可能です。自分にとって何が必要なのかを分析
し、目標をしっかりと決めて取り組むことができれば必ず成長できると思います。

未経験の人間でも必ず成長することができます！

萩原さん
■出身学部 商学部
■現在携わっている仕事
社内システムの開発で、書類による申請や届け出をペーパーレス化するための開発を行っています。

私が就職活動の際に重視したことは「これから成長が期待できる業界であること」「安定性があるこ
と」「職場や社員の雰囲気が自分に合っていること」の3点がメインでした。IT 業界はこれからも成
長が期待できること、長く取引している大手企業があり安定性があることを知り、会社説明会で先輩
社員の和気あいあいとした雰囲気を感じたので弊社を選びました。会社説明会などで教育体制が整っ
ていることは知っていたのですが、文系出身でプログラミングとは縁のない生活を送ってきたので採
用されてからも不安はありました。しかし、入社前の毎月の事前学習会や入社後3ヶ月間の外部でのプ
ログラミング研修など、プログラミング初心者でも技術職として働けるような体制が整っていたので
安心でした。

成長性、安定性、職場の雰囲気に惹かれました。



先輩社員の１日
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上田さん
■出身学部 教育学部
■現在携わっている仕事：損害保険の保険料を領収するシステムに携わっています。

教育制度が充実している点が魅力の一つだと思います。
新人研修は約3ヶ月かけてじっくり行い、配属後はOJT 指導員制度もあるため、IT 技術や業務知識を着実に
習得しながら、実際の業務へシフトしていく事が可能です。私はプログラミング未経験の状態で入社しまし
たが、年の近い先輩にいつでも気軽に質問できる環境があるので、置いて行かれる心配もありませんでした。
また、その時々の自己のレベルより一歩進んだ業務を任せてもらえるので、少しずつ自分の成長を感じなが
ら業務に取り組むことができます。半年ごとに好きな社外セミナーに参加できる制度もあり、様々なスキル
アップを目指せます。興味の湧いた方は、まずは会社説明会へ。会社説明会では社長や社員の話が直接聞け
るので、具体的なキャリアのこと、会社の熱意や雰囲気など、交流をはさみながら得られる情報がきっとあ
ると思います。

教育制度が充実している点が魅力の一つだと思います。

9:00 始業、スケジュール確認とメールチェック
9:30 チームミーティング

10:30 チームミーティング 議事録作成
11:00 テスト検証
11:30 昼休み
12:30 テスト検証（午前の続き）
14:30 品質管理ミーティング
15:30 品質管理ミーティング 議事録作成
16:00 テスト結果妥当性確認
17:00 退社

今日はミーティングが２つあり積極的に意見を発言す
ることができました。
チームミーティングは週１回、品質管理ミーティング
は月１回あります。
どちらも、大事なミーティングです。次回のミーティ
ングも積極的に発言したいです。
また、今日はスケジュール通り効率よく作業を行えて
定時で帰ることができました。
明日も効率よく作業を行いたいです。
来月はプログラムの納期が月末にあるので少し、残業
が発生しそうです。
効率よく作業を行い定時退社をおこなえるようがんば
ろう。

１日のスケジュール １日の作業を振り返って

団体個別チームに所属し団体保険の申込票や提供データを作成するシステムを担
当しています。
個人的には小規模・短期スパンの作業が多く、複数作業を同時進行することもあ
るため、毎朝社内メールを確認してスケジュールが整理できる様心懸けています。
配属されて４年目ですが、まだまだ勉強が必要だと感じる日々です。困った時や
辛いときは親身になって助けてくれる、尊敬できる上司先輩がたくさんいる事が
自慢です。
明るい職場で、楽しく働いています。



人材育成
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京葉情報システムは

新入社員研修
4月～6月
スタンダードなWEBアプリケーショ
ン開発について実践実習を通じて
開発業務を習得します。

内定者研修
11月～3月(毎月１回)
ITの基礎から学んでいきます。ま
た学生から社会人への意識の切り
替えを目的としています。

ＯＪＴ
7月～ (半年から１年）
小さな案件を数多く経験すること
でスキルを磨いていきます。
・IT教育（テクニカルスキル）
・BT教育（業務スキル）
・倫理教育（パーソナル、プロ
ジェクト管理、方法論）

京葉情報システムは文系・理系問わず、新卒学生を多数採用しています。
未経験からでもスタートできるよう、内定者研修・新人研修・OJTで基礎から学習していきます。

・情報処理技術者取得支援制度
国家試験である情報処理技術者試験の取得に力を入れています。
情報処理技術者試験対策の通信講座や模擬試験の費用を援助。資格手当を支給。
やる気と達成感がもてるよう充実した援助を実施しています。

・資格取得支援（情報処理技術者試験以外）
自己目標を設定し、資格取得に向けての学習をフォローします。

・社外研修制度
１年に１回、自身が選んだ研修に参加することができます。

・階層別研修
後輩指導研修やリーダー研修、経営シミュレーション研修など、年次に必要なスキルを学ぶための研修です。

・ｅラーニング
手軽に必要なIT技術を学ぶことができます。

を目指します。

新入社員研修

社内教育
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新入社員研修・社内教育・実業務を経て、お客様のニー
ズ・ウォンツに対応できるマルチなスキルを保有した技
術者を形成します。

情報技術(IT)だけでなく業務技術(BT)、ヒューマン、コ
ンセプチュアル、マネジメントなど様々なスキルを身に
つけます。

■IT教育（情報技術）コンピュータ技術・システム開発について、講義形式により基礎から習得。その後実際
の開発業務も体験することで、より実践的な技術を身に付けます。またKISの業務領域上なかなか体験できな
い技術に関しては、外部講習会や通信教育を積極的に活用。常に最新技術を習得し続けることが、エンジニア
としての市場価値を高める最大の方法なのです。

情報処理技術者試験
基本情報技術者試験 １０４名
応用情報技術者試験 ３８名
高度情報技術者試験 １３名

■BT教育（業務技術）クライアント（取引先企業）の現場・業界を知らずして、システム開発はできません。
KISのメインクライアントは、金融関連。そこで金融専門のBT教育に多くの時間を費やし、よりクライアント
ニーズに沿ったシステム開発を実現できるよう努めています。お客様の社員と同じ教育の機会を持ち、基礎か
ら金融業務を習得できるカリキュラムもその一つ。エンジニアにとって、ITとBTを両立させることは非常に重
要なのです。

その他技術者試験
PHP技術者認定試験 ７名
AWS認定試験 ６名
Microsoft Azure ４名
Oracle Java ３０名
Oracle Master １４名
Android技術者認定試験 １名
Python3エンジニア認定 ２４名
ITIL ６名
JP1認定 ２名
IoT検定 ５名
JSTQB ４名
LinuC １名
DeepLearning Ｇ検定 ４名
ITコーディネーター ３名

資格取得

(2023年1月現在)

社員の８０％以上が情報処理技術者試験に
合格しています。

情報処理技術者取得支援制度・資格取得支援（情報処理技術者試験以外）により多くの合格者を出してます。
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フットサル（サークル活動）

フットサルサークルがあります。
月２回、年間２４回の活動を目標としています。
千葉県情報サービス産業協会の大会等に参加しています。

保養所でリフレッシュ

新潟に保養所（グランドウイング舞子高原）を保有しています。
また東京都情報サービス産業健康保険組合（TJK）に加入しています。
保養所や運動施設（ゴルフコース、フィットネスクラブ、スポーツセン
ター）が完備され、心身ともにリフレッシュできます。

・育児・介護のための急な休みにも対応できる業務対応を整備！
・育児・介護のための働きやすい環境（時短勤務など）を整備！

株式会社京葉情報システムはくるみん認定企業です
くるみん認定とは、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受
けた企業です。今後も、次代の社会を担う子供たちの健全な育成を支援すべ
く、仕事と子育てを両立できる職場づくりを継続してまいります。

株式会社京葉情報システムは
千葉県の「社員いきいき！元気な会社宣言」に参加しています。

福利厚生

社内企画補助

社内の交流を深める企画を補助する制度があります。
業務内ではチーム内での交流が主になりますが、こうした企画を利用するこ
とで、 普段あまり関わりのない社員同士でも仲を深めることができます。
企画者が声をかけあって、参加したい人たちで集まり、交流を深めるきっか
け作りとして活用しています。

ＳＤＧｓ
株式会社京葉情報システムはＳＤＧｓ
（持続的な開発目標）の理念に共感し、
事業活動を通じて、目標達成に貢献し
ます。
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募集要項

●職 種 アプリケーションエンジニア（ＳＥ・ＰＧ）
●給 与 初任給大卒実績 月給２１万 大学院卒実績 月給２３万 (2022年4月）
●各種手当
資格手当／基本情報技術者：5000円、応用情報技術者：１万円、

ネットワーク・データベース他の高度情報処理技術者：１万5000円、
プロジェクトマネージャ、情報処理安全確保支援士：２万円

その他／残業手当・役職手当・住宅補助手当・通勤手当・在宅勤務手当
●昇 給 年１回（４月） ※給与規定による
●賞 与 年２回（６月、１２月） ※業績と評価による
●勤 務 地 東京本社／東京都千代田区、千葉みなと事務所／千葉市問屋町、

千葉ニュータウン事務所／千葉県印西市、幕張事務所／千葉市美浜区
他東京都内・千葉県内のクライアント先

●勤務時間 ９：００～１７：００（実労働：７時間、休憩：１時間）
●休日休暇 完全週休２日制（土曜・日曜）、祝日、年末年始、有給、慶弔、特別、創立記念日

※有給休暇（１０～２０日） ※年間休日１２２日
●保 険 健康保険（組合）、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、全国情報サービス産業企業年金基金
●福利厚生 保養所（グランドウイング舞子高原）、ＴＪＫ保養施設、財形貯蓄制度、フットサル（サークル活動）、

親睦会
●採用実績 茨城大学、江戸川大学、神奈川大学、慶応義塾大学、駒澤大学、産業能率大学、専修大学、創価大学、

大正大学、大東文化大学、千葉大学、千葉工業大学、中央大学、筑波大学、帝京大学、帝京平成大学、
東海大学、東京工科大学、東京情報大学、東京電機大学、東邦大学、東洋大学、東京理科大学、
獨協大学、奈良県立大学、日本大学、法政大学、北海道教育大学、武蔵野大学、明治大学、
明治学院大学、流通経済大学、立教大学、立正大学、立命館大学、早稲田大学 など（５０音順）

●採用予定 ８～１０名
●提出書類 履歴書（写真貼付）、成績証明書、卒業(見込)証明書、健康診断書
●選考方法 適正検査、面接

≪当社が求める人材≫
・この業界のプロになる！という強い想いをもっている人
・非を認める勇気と正直な心をもっている人
・コミュニケーション力や協調性をもっている人
・職業倫理観を持ち続けられる人
・新しいことに積極的に取り組む人

選考希望者は履歴書等を郵送

適性試験 ＆ 一次面接

適性試験 ＆ 最終面接

会社説明会
■応募方法 履歴書等を郵送ください。
・履歴書 ・成績証明書
・卒業見込証明書 ・健康診断書
（用意できないものは後日郵送）

■郵送先
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-13 M&Cビル7階
株式会社京葉情報システム 採用担当

応募と選考の流れ
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問い合わせ先
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-13 M&Cビル７階
TEL 03-3259-1551
E-mail saiyo2024@keiyoc.com
URL https://www.kiskk.com/
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