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募集対象

新卒・中途

採用職種

技術職

日本のIT市場を変えるプロがいる
建
設

株式会社ハイシンクジャパンは、1999年9月に中国大連
市に本拠を構える大連華信計算機技術股份有限公司（以
下、大連華信とする）100％出資の日本法人として設立
されました。以来、日本国内企業各社に対して「オフショ
ア/ニアショア/オンサイト」のバリエーション豊かなソフト
ウェア開発、ソフトウェアエンジニアリングサービスを提供
してきました。日中双方の優秀な技術者を介して大連華
信と一体となった各種サービスを一貫性・統一性を持って
提供し、顧客企業と強固なパートナーシップを築きITプロ
集団として活躍しています。本格的なDX時代の到来を迎
え、最新技術の更なる研鑽に努め日本の IT 市場を支えて
いきます。

製
造

明るく・楽しく・元気に仕事
！
CHECK をしよう

情 報 通 信

当社は入社前に内定者研修を行い、学生から社会人へ
シームレスにマインドチェンジ出来るようサポートしていま
す。また、入社後はビジネスマナー等の社会人研修を通
じて社会人としての自覚をしっかりと身につけてもらいま
す。その上でプログラミング研修や OJT 等、実務を意識
した実践研修へと移っていきます。手厚いサポートで文系・
理系、国籍や性別、IT 知識の有無に拘わらず IT 業界のプ
ロを一から育て上げていく体制を整えています。「明るく・
楽しく・元気に」とは当社の採用ホームページに記載してい
るメッセージです。この言葉を実践する環境を整え皆さん
をお待ちしています。

卸 売・小 売

プロフィール

採用情報

本

社 〒108-0023
東京都港区芝浦3-2-16 田町イーストビル6F

募 集 人 数 15名

設

立 1999年9月

資

本

金 1億8,000万円

代

表

者 小笠原

採用職種詳細
初

任

給

諸

手

当

睦之

従 業 員 数 325名（男性254名、女性71名）
平 均 年 齢 40.9歳
売

上

高 43億5,180万円（2020年12月期）

サービスその他

お問い合わせ先

TEL

03-5439-5499

担当者 業務管理本部 柴田 淳子
URL https://www.jhcc.co.jp
E-mail shibata@jhcc.co.jp
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システムエンジニア・プログラマ
大卒235,000円、専門卒224,000円
10時間の固定残業代25,000円を別途支給。
中途採用の処遇については応相談。
（2020年度実績）
通勤手当（月限度額15万円）、資格手当（最大2万円）
、家族手当（最大2万
円）時間外手当

昇

給 年1回

賞

与 年1回

勤 務 時 間 AM9:00〜PM6:00
本社勤務：AM9：00〜PM6：00
顧客先勤務の場合は相手先制度
休 日 休 暇 週休2日制（土・日）
、祝日、慶弔休暇、夏季休暇、年末年始休暇、リフレッ
シュ休暇
福 利 厚 生 各種社会保険完備（健康、
雇用、厚生、
労災）、
特定退職金積立制度、
保養施設、
国内海外旅行ツアー、社員旅行、各種イベント等 資格取得支援制度
社 員 教 育 内定者研修、新入社員ビジネスマナー、プログラミング研修、etc.

大手企業の顧客も多数有するシステム開発会社。安定した業績推移を辿る優良企業。
中国大連市に本拠を構える大連華信計算機技術股份有限公司の日本法人。日本を代表する大手企業を主なクライアントとしてソフトウェアに関する各種サービスを提供。職
場環境は明るく、ＩＴ関連業務への経験が浅くても成長できる研修・教育環境が整備されている。今後も大手企業を中心とした受注基盤を背景に成長が見込まれる優良企業。

