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担当者紹介①

三鍋俊介

○多趣味です

• キャンプ（ソロ、グループ）

部屋、ベランダ、フィギュアもキャンプ！

• 工作、イラスト、DIYなど「ものづくり」

小物やレゴブロック、プラモデル

部屋はフィギュアだらけです♡

• 料理

スパイスカレーづくりにハマってます

クックパッドのアクセス数14万人突破♪

• 猫のキャラメルちゃん

TikTokフォロワー1200人突破♪

服装、髪型が自由な会社♪

金髪・赤髪もいますので
ISで探してみてください

私は人生初のロン毛を
目指しています

出展：吉井和哉



A-ZiPでの業務歴
• 開発未経験から中途入社（2002年25才）

• プログラマー兼システムエンジニアとして
• 婚礼家具販売会社の家具販売管理システム

• 介護用品レンタル会社のレンタル管理システム

• 健康食品通信販売会社の通販管理システム

• たくさんの企業間連携システム

• 自動車電装部品販売卸会社の基幹システム

• 輸入品卸会社のBtoBサイト

• ITコンサルタント、営業窓口として
• 靴下製造業在庫管理システム（ベトナム）

• 大手家具配送運送業（愛知、京都、大阪）

• 大手製鉄Grの検査管理システム

• 仮設資材リース業基幹システム（北海道、タイ）

• 広報、交流営業として
• 兵庫県経営者団体（インドネシア、ベトナム）

• Microsoftパートナー交流会（年6回東京）

• Microsoftによる事例記事化

• 日経誌への掲載

• 採用担当として
• 新卒採用、中途採用

• 会社説明、面接選考、入社前研修、入社後研修

• マーケティングとして
• 展示会出展（東京、大阪）

• セミナー登壇
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新卒時の会社選びは、正直適当でした。
就職について対して考えもせず・・・

就職氷河期世代

新卒で入った会社は
東証一部上場のIT企業で一安心！

と思ったら、
大量採用の派遣の会社っ

遠方の地の出向先で
3交替勤務が待っていました

2年間働き、3年目に退職願い。
その際に上司から

「うちは3年目に辞めてくれるんが一番
ありがたいんやで」

使い捨ての会社でしたΣ(ﾟдﾟlll)



担当者紹介②
新谷 有理

○趣味

• 子ども服作り

好きな生地で、好きな形をつくるのを楽し
んでいます！

• ピアノ（聴くのも、弾くのも）

子どもの習い事をきっかけに、15年ぶりく
らいに練習を再開しました‼

• 美術展めぐり

美術館の近くで、カフェを巡るのもまた、
別の楽しみ◎



就活～現在のできごと・後悔ポイント

時期 できごと 後悔ポイント

3年後期
（1年休学）

語学留学へ
帰国直前、リーマンショックを知る

3年後期
就活スタート

リーマンショック前に就活終えた友人たち
みんな一部上場企業に入社

・恥ずかしながら、「自分も、みんなが知っ
てる企業に入りたい」気持ちが大きかった

内定先 キャラ採用で、一部上場のアパレルメーカー
に紛れ込む

・子どものいる女性営業がいないと知っても、
深く考えず入社を決めてしまった

1社目 転居を伴う結婚を理由に退職 ・支店長、総務課長に、「キャリア・子育て
ともっと欲張りになっていい！」と言われて
も、自信をもてなかった

子育て 1人目の子どもを出産。子どもを通じて仲良
くなった友人が、職場復帰していくのを見て、
自分も社会とつながりたいと思うようになる

・母親世代の常識が、自分世代の常識と思い
こんでいた（結婚＝専業主婦）

2社目 子育てがしやすそうな、大学事務で再就職 ・福利厚生のみを重視してしまった

3社目 職業訓練校で、WEB言語を学んだ後、企画に
も携われ、かつ自分の興味のあったオーガ
ニックを推進する生協のWEB担当に

・今度は、自分のしたい事を重視しすぎ、福
利厚生面をおざなりにしてしまった

4社目 自分の興味あることかつ、家庭とのバランス
がとりやすい環境を魅力に感じA-ZiPで働き
始める

伝えたいこと 長く働くことができる、企業選びを！！



会社名 株式会社A-ZiP

本社 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目4-20新神戸ビルディング

創業 1983年
（2016年株式会社三光システムから事業継承）

資本金 5,000万円

事業内容 • ITコンサルティングからアフターサポートまで自社一貫サービス
• 業務系システムの開発及び販売（システム開発導入500事例）
• 自社ソリューションの開発及び販売

お客様層 • 年商1億～100億
• パッケージソフトが合わない、パッケージ改造にコストがかかる
• IT担当者が不在、または兼任（自社で開発、自社で要件定義が困難）
• 予算規模100万～
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弊社の強み
Strengths

“ 相談してから1週間後には、
最初のデモ版が出来上がっていた。
このフットワークの軽さが
パートナー選択の決め手でした。”

開発38年のノウハウを活かし、
生産効率を上げて、低価格を実現

導入実績500件の事例から、
お客様にフィットした
カスタマイズパッケージご提案

業界ごとの豊富な業務知識から
最新のソリューションのご提案
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自社一貫サポート
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要求仕様
ヒアリング

要件定義 外部設計 開発製造 テスト 導入
アフター
フォロー

経営者の要求
現場の要求

１次システム
２次システム
範囲内
範囲外
将来展望

運用設計
機能設計
画面設計
帳票設計

詳細設計
画面作成
プログラム

単体テスト
隣人テスト
統合テスト
移行テスト

データ移行
操作指導
立ち上げ

専任担当者
安定稼働
最短の復旧

|→ 全ての工程を自社SEが行います →|

サンプルシステムを作成してから正式お見積り。
ご注文をいただくまでは無料で行います。
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「お仕事連想ゲーム」
世の中にはたくさんの仕事があります。

どんな仕事があるかどんどん連想してみよう！

例：コンビニ

→商品を運ぶ仕事

→運ぶトラックが走る道路を作る仕事

→道路にある標識を設置する仕事

→標識を設置する人が着ている空調服をデザインする仕事→
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「お仕事探し出しゲーム」

下の写真から連想できる会社・仕事を考えてみよう！
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いくつ見つかるかな？



「課題を想像してみよう」

仕事には課題がつきもの。
どんな課題があるか想像してみよう！

なぜ課題があるのでしょう？

それは要望があるから。

・もっと簡単に、楽にしたい

・誰でもできる仕事にしたい

・残業を減らしたい

・早い経営判断をしたい

・BCP対策（事業継続計画）

・法令順守

・売上を増やしたい、原価を減らしたい

A-ZiP CO.,LTD. 14



世の中にはたくさんの業界・業種の会社、仕事があります。

そして仕事には何かしらの課題があります。

A-ZiPは沢山のお客様より相談を受け、ITで課題を解決している会社です。
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「本日のまとめ」



今後の開催予定

①２Dayインターンシップ予約受付中！
姫路開催：8/18木、8/22月、8/30火、9/5月、9/15木

13：30～16：00（1日目オンライン、2日目対面）

※はりまっちのページより予約お待ちしております

※神戸開催：リクナビより予約してください

『会社見学、システム開発体験ができる2日間』

・IT業界研究 ～IT業界の噂と実態～

・文理不問で活躍できること、その実績

・従業員の働きやすい環境づくりを優先していること

・A-ZiPの強み、他社との差別化ポイント

・ローコード開発ツールを利用したシステム開発体験

ぜひ、弊社のインターンシップ、説明会などにご参加ください

皆さんに再びお会いできることを楽しみにしています！！

②1Dayインターンシップ随時開催！

オンラインによる超個別対応 ～お気軽にご相談ください♪
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「IT業界について」

①IT業界の噂やイメージ

②システム開発業のイメージ

③「独立系」聞いたことある

④ピラミッド構造って何？

⑤やりたいことがやれない仕事？



「独立系」とは

成り立ちの「独立系」

仕事の「独立系」



「ITピラミッド構造」とは

・「ITゼネコン」「多重下請け構造」

・メリットとデメリット



派遣
を
して
いる
会社
の例
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「システム開発をしてみよう」

①仕事を決める

②課題を考える

③課題解決を考える

④システムを作ってみる



「課題を決める」

仕事には課題がつきもの。

どんな課題があるか想像してみよう！

まずどんな仕事に対してのシステムを作るのか

仕事を1つ決めましょう。

その仕事にはどんな課題があるか、一緒に考えてみよう



「解決方法を考える」

課題を解決する手段はいろいろ。

一つのシンプルな解決方法を決めよう

課題をITで解決すると仮定して

どんなITやシステムがあれば課題解決へと役に立ちそうか？

〇〇管理システムを一緒に考えてみよう



「システムを作る」

ローコード開発プラットフォーム

「SAAP」を使ってシステムを作ってみよう

どんなシステムができるかな？

本当に簡単にシステムが作れるのかやってみよう
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「働きやすい環境とは」
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