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会社概要社名 鳥取西菱電機株式会社

本社 鳥取県鳥取市東品治町102鳥取駅前ビル5F

その他

事業所
猪名寺事業所（兵庫県尼崎市）

設立 1990年 12月

資本金 1千万円

従業員 20名（但し、出向者含め 33名）

代表 代表取締役社長 徳田 寿教

関連会社

西菱電機㈱ （親会社）（大阪市北区）

コムテックサービス㈱ （大阪市北区）

西菱電機ﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ （横浜市西区）

西菱電機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ （兵庫県伊丹市）

その他
ISO27001（情報ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）認証取得（2015年9月）

奨学金返済支援制度

会社概要 TSE



社名 西菱電機株式会社

本社 大阪市北区堂島2-4-27 新藤田ビル

設立 1966年 12月

資本金 5億23百万円

従業員 417人（2019年3月末）

代表 代表取締役社長 西井 希伊

事業内容
①官公庁向け・民間企業向け

情報通信システムの構築・販売・保守

②情報通信端末の販売・修理

市場 東証2部上場 （証券コード：4341）

関連会社 説明用スライド

主な事業所

大阪支社 (大阪市北区)

伊丹本店 (兵庫県伊丹市)

猪名寺事業所 (兵庫県尼崎市)

東京支社 (東京都港区)

神奈川営業所 (横浜市西区)

東日本修理センター (東京都江東区)



「人々に安心・安全・快適な暮らしをお届けすること」を使命とし、

防災・減災用システム及び公共インフラシステムの開発に取り組んでいます。

「見守る」ことで救われる命がある
その使命を担うのが、私たち西菱電機グループ

会社概要 見守ることで救われる



防災・減災



・地域住民への迅速な情報提供、避難誘導が可能
・24時間体制で監視

津波情報配信システム



・セキュリティの強化
・水位情報をリアルタイムで管理可能

河川・道路監視システム/河川テレメータシステム



・監視カメラのライブ映像を遠隔監視
・自動で表示板、回転灯が作動

冠水監視警報システム



・特許取得
・導入事例多数 （接客・医療・災害・測量 ほか）

次世代小電力トランシーバー「G-TALK]



防災・情報通信システム等の設計
ソフトウェア対応

官公庁などの大規模案件に
携わる機会が多い。

上流からの仕様書に基づい
てプログラムの設計・コーディ
ングを行う。

技術力とコミュニケーション力
がなにより大切。

仕事内容
お客様と会話を重ね、お客様がどのようなシステムを求めているかを分析する。

要件定義

画面設計やファイル設計など、お客様から見える範囲の内容を設計する。

外部設計

ソースコードの動作など、お客様から見えない内部処理を設計する

内部設計

外部設計、内部設計で設計した内容をもとに、ソースコードを記述する。

コーディング

外部設計、内部設計で設計した通りの動作をしているかを確認する。

テスト

要件定義した内容通りの品質を満たしているかを確認する。

品質検査

製作したシステムをお客様に納品し、快適に使っていただくための手助けをする。

稼働

SE

PG

プログラマー・システムエンジニア



勤務地
本社（鳥取市）
猪名寺事業所（兵庫県尼崎市）

勤務時間
（実働8時間）

本社 8：30～17:15
猪名寺事業所 9：00～17:45
ただし、フレックスタイム制

休日
完全週休2日制(土・日・祝) 年間休日122日
年末年始 /年次有給休暇/ 慶弔休暇 / 産前産後休暇 / 育児休業 / 介護休業 など

福利厚生
各種社会保険完備（雇用、労災、健康保険、厚生年金）
退職金制度（中小企業退職金共済 / 確定拠出年金）
従業員持株会制度（西菱電機㈱） など

基本給
大学院卒 202,000円
大学卒 197,000円
高専卒 192,000円 （2019年度実績）

諸手当
資格手当 / 配偶者手当 / 職務手当 / 時間外手当 / 通勤手当(限度額 50,000円）

住宅手当 / 奨学金返済支援制度

昇給 年1回（6月） 賞与 年2回（業績による）

資格手当 プロジェクトマネージャー/ネットワークスペシャリスト/応用情報技術者/英語検定 など

各種制度 説明用



無利子
貸与奨学金

380万円

鳥取県助成金

144万円

鳥取西菱電機

236万円

概要
鳥取県の助成金対象者の社員に対し、

助成金支給額を除いた自己負担分を補填

対象
要件

①鳥取西菱電機の新卒入社者で

奨学金の返済残高がある社員

②鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の

支給対象者

③定員数上限のみを理由として

支給対象者の地位を得られなかった者

対象
奨学金

鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金に準ずる

支給額
総額上限：240万円

年間上限：30万円まで
(年度内に返済した奨学金の額のうち)

実質0円

奨学金返済支援制度

返済
19万円×20年

1万円×8年
19万円×12年

18万円×8年



給与のシミュレーション

給与 200,000

健康保険料 10,000

厚生年金保険料 18,300

雇用保険料 700

所得税 4,000

住民税 5,000 2年目以降

手取り 162,000

家賃 50,000 猪名寺社宅は7年目まで15,000円程度

光熱費 10,000

電話代 7,000

食費 20,000

奨学金返済 15,000

生活費

趣味・娯楽

残 60,000



1年目 2年目 3年目

階層別
研修

自己
啓発

OJT

新入社員研修
(IT研修含む) 2・3年目研修

通信教育
語学

PC関連スキル
プログラミング
資格取得

猪名寺事業所 鳥取

親
会
社
で
技
術
を
学
ん
で
、

鳥
取
で
働
く
こ
と
が
で
き
ま
す
！

育成体系



社員紹介 説明用スライド

小さな会社なので、自分のやれること
が多いことに魅力を感じています。

わからないことだらけで無力感に苛まれることが多いですが、
相談すれば周りの先輩方は丁寧に指導してくださいます。

研修がしっかりしていて、
少しずつできることが増えて
いくことが次のやる気につな

がっています。

プログラムの知識なく入社しましたが、
ソフトウェアの設計・製作に携わっています。



ソフトウェア開発がしたい・鳥取で働きたい方歓迎します！！
少数精鋭ですが、自分がやりたいことが実現できる環境ですので、

意欲の高い方は是非ともお待ちしております！！

お問合せ

鳥取西菱電機株式会社ホームページの

お問合せページ
（http://www.tottori.seiryodenki.co.jp/inquiry/）
よりお問合せください。

http://www.tottori.seiryodenki.co.jp/inquiry/

