
（052）731-7177 従業員数 255名（男性191名、女性64名）

HP http://www.softtex.co.jp/

事業内容
◆システム設計及びソフトウェア開発

◆システム運用・保守支店

【東京オフィス】
東京都文京区関口1-43-5新目白ビル7階
【札幌オフィス】
札幌市中央区南一条西8-14-3札幌第2スカイビル2階
【沖縄オフィス】
沖縄県那覇市久茂地2-2-2沖縄タイムスビル2F

未上場
会社名 株式会社　ソフトテックス

資本金 1億6000万円

本社
〒464-0850
愛知県名古屋市千種区今池5-1-5
名古屋センタープラザビル4階

年商 28億1000万円

代表者

会
社
概
要

フリガナ カブシキガイシャ　ソフトテックス
設立 1984年2月 株式

代表取締役社長　石黒　佳彦

TEL （052）731-7871 FAX

▼書類選考
▼面接1～2回
▼適性試験
▼内定

採用窓口
書類送付先

〒464-0850
愛知県名古屋市千種区今池5-1-5
名古屋センタープラザビル4階　　　　　/　TEL：（052）731‐7871

管理部　高木（たかぎ） � saiyou@softtex.co.jp

福
利
厚
生

資格奨励金制度
表彰制度（社長賞・部門賞・改善活動賞）
社員会制度、従業員持株、慶弔見舞金
健保指定保健機関での人間ドック補助
研修サービス加入

そ
の
他

女性私服可
ノー残業デー（水曜日）
カジュアルフライデー（金曜日）：男性も私服可
クールビズ（5月～10月）：ノーネクタイ、ノージャケット可
サークル支援

試
験
情
報

応募方法 ＨＰ・メール・電話・郵送など 提出書類 履歴書・職務経歴書

選考方法

休日 完全週休二日制（土日祝）、夏季、年末年始、有給休暇（初年度10日、最大20日） 年間休日 122日（2020年度）

特記

※プロジェクトによっては客先カレンダーになる可能性あり。（その場合祝日は出勤日に、長期休暇が通常より長く
なります。）
PM、PL経験者及びPM、PLを目指す方、歓迎します。PG、SE、PL、PMと様々なキャリアを描くことができます。
チームでプロジェクトに参加し、仲間とともに成長を目指します。

退職金制度 有（4年以上）

加入保険 健康・厚生・雇用・労災

勤務時間 9:00～17:45　（休憩45分） フレックスタイム有 （コアタイム10:00～16:00） 障害者採用 有

役職 部長職、課長職

昇給 　年1回（4月）　昇給率6.8%

賞与 年2回（6月、12月）※昨年実績5.0ヵ月

地域 -
住宅 会社都合の転居が生じた場合のみ

家族 配偶者、扶養者

名古屋本社（今池）、および会社が指示
する場所（名古屋エリア（名古屋駅、久屋大

通、伏見など）、豊田エリア、ほか）

業務内容

◆オープン系エンジニア (.NET、Java、C、PHP等)
◎業務システム（生産管理・物流・販売管理・会計・与信管理等）
◎国交省向け防災システム （水防、砂防、ダム放流警報等）

◆汎用系エンジニア （COBOL、RPG、等）
◎大型汎用機システムをIBMi、オープンシステムへ移行するた
めの各種提案・システム開発 【AS400】
◎大手自動車メーカー、 同メーカー系SIer企業向け開発（金
融・製造・顧客管理などの基幹システム及びWEB系アプリケー
ションの設計・開発・保守）
 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
業務系から基幹系まで、様々なシステムを任されています。ご経
験と希望をヒアリングし、お任せするプロジェクトをアサインしま
す。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
社内開発6割、請負案件9割、上流工程あり、転勤無し、学歴不
問、経験年数不問、残業18ｈ程度、有休消化67%、離職率6%、平
均年齢38.9歳、平均勤続年数12年、女性多数活躍、スキル形成
計画実施

基本給

基本給20万円～40万円
※経験スキルを考慮し当社規定により優遇あり
年収例437万/PG（26歳~30歳）
           490万/SE（31歳~35歳）
           554万/SE・PL（36歳~40歳）

諸手当

時間外 全額支給
通勤費 全額支給

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトテックス求人票（キャリア採用）     　　 　 2020年9月現在

採
用
情
報

募集職種 【正社員】　開発職　（PL/SE/PG ）
採用人数  5名程度

必要要件
システム開発の経験をお持ちの方

※経験年数不問、学歴不問、第2新卒OK

勤務地



（052）731-7177 従業員数 255名（男性191名、女性64名）

HP http://www.softtex.co.jp/

事業内容
◆システム設計及びソフトウェア開発

◆システム運用・保守支店

【東京オフィス】
東京都文京区関口1-43-5新目白ビル7階
【札幌オフィス】
札幌市中央区南一条西8-14-3札幌第2スカイビル2階
【沖縄オフィス】
沖縄県那覇市久茂地2-2-2沖縄タイムスビル2F

未上場
会社名 株式会社　ソフトテックス

資本金 1億6000万円

本社
〒464-0850
愛知県名古屋市千種区今池5-1-5
名古屋センタープラザビル4階

年商 28億1000万円

代表者

会
社
概
要

フリガナ カブシキガイシャ　ソフトテックス
設立 1984年2月 株式

代表取締役社長　石黒　佳彦

TEL （052）731-7871 FAX

▼書類選考
▼面接１回
▼適性試験
▼内定

採用窓口
書類送付先

〒464-0850
愛知県名古屋市千種区今池5-1-5
名古屋センタープラザビル4階　　　　　/　TEL：（052）731‐7871

管理部　高木（たかぎ） � saiyou@softtex.co.jp

福
利
厚
生

資格奨励金制度
表彰制度（社長賞・部門賞・改善活動賞）
社員会制度、従業員持株、慶弔見舞金
健保指定保健機関での人間ドック補助
研修サービス加入

そ
の
他

女性私服可
ノー残業デー（水曜日）
カジュアルフライデー（金曜日）：男性も私服可
クールビズ（5月～10月）：ノーネクタイ、ノージャケット可
サークル支援

試
験
情
報

応募方法 ＨＰ・メール・電話・郵送など 提出書類 履歴書・職務経歴書

選考方法

休日 完全週休二日制（月8回以上）、夏季、年末年始、有給休暇（初年度10日、最大20日） 年間休日 122日（2020年度）

特記
★宿泊を伴う出張あり。
★はじめ3カ月は名古屋本社にて研修あり（住居は会社が準備します）
★面接は各拠点もしくはWEBで実施します。

退職金制度 有（4年目～）

加入保険 健康・厚生・雇用・労災

勤務時間 シフト制（実働8ｈ）　【通常】9:00～17:45　【早番】8:30～17:15　【遅番】11:15～20:00 障害者採用 無

役職 部長職、課長職

昇給 　年1回（4月）　昇給率6.8%

賞与 年2回（6月、12月）※昨年実績5.0ヵ月

地域 東京エリアのみ15000円
出張 日当

家族 配偶者、扶養者

名古屋本社（今池）、東京（早稲田）、札
幌（札幌）

業務内容

全国にある病院様、診療所様のシステム機器のトータルサポート
を行っている当社。
今回募集するのは、レセプトコンピュータ導入後のサポートで
す。
操作指導（デモンストレーション）を病院様に行っていただきま
す。

直接病院へ行き、操作の指導を行ったり、操作上不明点が出て
きた場合の窓口として、電話にて対応を行います。
将来的には電子カルテのインストラクションも兼務してもらう予定
です。
インストラクション未経験可！先輩スタッフが丁寧に教えていきま
す。

給与
20～24万スタート

※ご経験、スキルを考慮して決定

諸手当

時間外 全額支給
通勤費 全額支給

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトテックス求人票（キャリア採用）     　　 　 2020年9月現在

採
用
情
報

募集職種 【正社員】　医療事務インストラクター　
採用人数 各拠点1名

必要要件 医療事務経験または医療事務コンピュータ操作経験

勤務地



（052）731-7177 従業員数 255名（男性191名、女性64名）

HP http://www.softtex.co.jp/

事業内容
◆システム設計及びソフトウェア開発

◆システム運用・保守支店

【東京オフィス】
東京都文京区関口1-43-5新目白ビル7階
【札幌オフィス】
札幌市中央区南一条西8-14-3札幌第2スカイビル2階
【沖縄オフィス】
沖縄県那覇市久茂地2-2-2沖縄タイムスビル2F

未上場
会社名 株式会社　ソフトテックス

資本金 1億6000万円

本社
〒464-0850
愛知県名古屋市千種区今池5-1-5
名古屋センタープラザビル4階

年商 28億1000万円

代表者

会
社
概
要

フリガナ カブシキガイシャ　ソフトテックス
設立 1984年2月 株式

代表取締役社長　石黒　佳彦

TEL （052）731-7871 FAX

▼書類選考
▼面接１回
▼適性試験
▼内定

採用窓口
書類送付先

〒464-0850
愛知県名古屋市千種区今池5-1-5
名古屋センタープラザビル4階　　　　　/　TEL：（052）731‐7871

管理部　高木（たかぎ） � saiyou@softtex.co.jp

福
利
厚
生

資格奨励金制度
表彰制度（社長賞・部門賞・改善活動賞）
社員会制度、従業員持株、慶弔見舞金
健保指定保健機関での人間ドック補助
研修サービス加入

そ
の
他

女性私服可
ノー残業デー（水曜日）
カジュアルフライデー（金曜日）：男性も私服可
クールビズ（5月～10月）：ノーネクタイ、ノージャケット可
サークル支援

試
験
情
報

応募方法 ＨＰ・メール・電話・郵送など 提出書類 履歴書・職務経歴書

選考方法

休日 完全週休二日制（土日祝）、夏季、年末年始、有給休暇（初年度10日、最大20日） 年間休日 122日（2020年度）

特記
★宿泊を伴う出張あり。
★能力に応じ、名古屋本社にて研修あり（住居は会社が準備します）
★面接は本社もしくはWEBで実施します。

退職金制度 有（4年目～）

加入保険 健康・厚生・雇用・労災

勤務時間 9:00～17:45　（休憩45分） フレックスタイム有 （コアタイム10:00～16:00） 障害者採用 無

役職 部長職、課長職

昇給 　年1回（4月）　昇給率6.8%

賞与 年2回（6月、12月）※昨年実績5.0ヵ月

地域 東京エリアのみ15000円
出張 日当

家族 配偶者、扶養者

名古屋本社
（地下鉄今池駅）

業務内容

全国にある病院様、診療所様のシステム機器のトータルサポート
を行っている当社。

日医標準レセプトソフト用の機器設定、設置納品、運用保守、
コールセンター対応、営業支援等を行っていただきます。

※設置納品にはデータコンバート作業等、データ処理作業も含
みます。
※営業支援には展示会参加等の接客業務も含みます。
※出張あり
　　関東、甲信越が中心ですが、北海道、東北もございます。
未経験応募可能（その場合は名古屋での業務研修あり。住宅は
会社で用意します）
日医IT認定システム主任者、医療情報技師資格のある方、医事
会計又は医療従事経験者（ORCA、レセコン経験者）歓迎しま
す。

給与
20～24万スタート

※ご経験、スキルを考慮して決定

諸手当

時間外 全額支給
通勤費 全額支給

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトテックス求人票（キャリア採用）     　　 　 2020年9月現在

採
用
情
報

募集職種 【正社員】　医療システムサポート・保守
採用人数 １名

必要要件 普通自動車免許（AT限定可）

勤務地


