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2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

配属先・募集職種一覧

◆小泉グループ各営業所

１．営 業 職（営業所・本社関連営業部門）

２．事 務 職（営業所・本社関連営業部門）

◆株式会社小泉[プロストック事業部］

３．販 売 職（店長候補者）

４．販 売 職（エリア限定社員）

◆株式会社小泉[住宅設備事業部]

５．営 業 職

６．施工管理職

◆株式会社小泉[エンジニアリング事業部]

７．営 業 職

８．設 計 職

９．施工管理職

◆いずみテクノス株式会社

１０．技 術 職

１１．施工管理職

◆株式会社リフォームプラザ小泉

１２．リフォームコーディネータ

◆株式会社ジャパンエコロジー

１３．営 業 職

◆株式会社小泉[システム部]

１４．社内SE(システムエンジニア)
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2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

小泉グループ営業部門[営業所]

紹介

東日本エリアに東京を中心として、12都県に100ヶ所を超える

営業拠点があります。地域に密着し、専門工事業者様を中心として

建設業に携わるあらゆるお客様へ、住宅設備を提案しています。

また、こうした営業拠点のネットワークを活用し、3000社を超え

るメーカー様との連携によって、さらに充実したサービスをお客様

へ迅速に提供しています。各営業所では、所長を筆頭に、平均15名

程度の社員が所属しており、アットホームな雰囲気の中で、職種ごと

に連携を取り合いながら、メリハリをもって仕事を行っています。

募集職種/仕事内容

①営業職

まず、基本的にはルート営業として、自分の

担当するお客様への営業活動を行います。

各建設現場において必要な材料の提案、見積

書の作成、問い合わせ対応等、営業に係る業

務全般を行います。

また、時には、まだお取引のないお客様のと

ころへ出向き、商品提案やお取引の交渉等、

新規開拓も行います。

②事務職

ご来店されたお客様の応対やお客様からの

お問い合わせ、注文等への対応を行います。

伝票の処理や時には見積作成等も行い、営業

のサポートを行う仕事になります。お客様と

の距離が近い仕事ですので、接客が好きな方

が向いています。また、経理事務や仕入事務

といった仕事もあり、様々な仕事を覚えるこ

とができます。

初任給/募集要件

≪初 任 給≫ ※令和３年度実績

大学・高専・短大・専門（2年制） （営業職）２２８,０００円 （事務職）２０３,０００円

専門（1年制） （営業職）２００,０００円 （事務職）１９０,０００円

≪事務職≫

【保有資格】

◆普通自動車第1種免許証（推奨）

※自動車通勤が必要となる場合もあります。

【知識】

◆不問 ※文理、学部、学科も問いません。

≪営業職≫

【保有資格】

◆普通自動車第1種免許証（必須）

※男性はMT取得必須。女性はATでも可。

【知識】

◆不問 ※文理、学部、学科も問いません。
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2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

小泉グループ営業部門[営業所]

育成方針

募集職種/仕事内容

求める人物像

①４月に行われる1か月の新入社員研修を経て、各配属先に出社します。

営業所配属後は、営業職も事務職も、全員が事務職の仕事を覚えることからスタートしま

す。この期間はBS制度に基づき、覚えることや実施することをブラザー・シスターと共

に学んでいただきます。3か月経過あたりから、各職種に応じた仕事を行うようになりま

すので、商品知識や業務知識を身に着けていただきます。

②半年を経過するくらいから、≪営業職≫は、先輩社員とお客様のところへ同行を行いな

がら、営業車両の運転や商品知識、営業ノウハウを覚えていただきます。

また、≪事務職≫については、業務知識や社内システムの使用方法をしっかりと理解して

いただき、１人で来店対応や電話対応ができるように指導していきます。

１年目はミスして当たり前です。ミスを気にして何もできないよりも、先輩社員にたくさ

ん質問して、たくさんチャレンジしてください。

③以降、2年目研修、3年目研修といった年次研修を受講しながら、各自の業務を完遂でき

るように成長してもらいます。また、適宜、自発参加型研修へも参加し、自分に必要な知

識を習得することも大事になります。

◆住まいに興味があり、人々の暮らしを支える仕事がしたい方

◆建設業界で、メーカーと工事業者を繋ぐ商社の仕事に就きたい方

具体的な仕事内容は、パソコン
を使った伝票入力や、電話やご
来店されるお客様の対応がメイ
ンです。お客様と直接やりとり
をすることも多いので、顔見知
りになって、世間話をしたり、
中にはお菓子の差し入れを持っ
てきてくださる方もいらっしゃ
います。私の仕事は建設業界のお客様が仕事をする上で必

要な部材や材料を販売することです。主にトイレ
やキッチン、ユニットバス、洗面化粧台といった
水回りの商品を扱っています。
お客様の事務所を訪問し、必要な商品を伺い、商
品を発注し、納品された商品をお客様のもとへ届
けるというのが一連の流れになります。
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2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社小泉[プロストック事業部]

紹介

募集職種/仕事内容

①販売職(店長候補) ②販売職(エリア限定)

初任給/募集要件

建設業界の新たなニーズ（顧客層）お応えする為、店舗型現金問屋と

して平成15年より営業開始した建築関連業者向けの住宅設備関連材料

卸売店（ホームセンター）で、一般的にエンドユーザー向けのホーム

センターと違い、プロ職人向けのBtoBのプロ向けホームセンターで

あり、少量多品種、年中無休（年末年始を除く）で朝6時から夜10時

まで営業しており、豊富な知識とスピーディな対応でお客様に信頼を

得ています。現在はネットショップへの本格的な進出に重点を置いて

おり、更なるお客様サービス向上に取り組んでいます。

時間帯責任者業務を習得していることが前提
条件となります。
業務報告書作成、月次経営企画・販促企画の
策定など、店舗の方針を定め、店舗運営すべ
てにリーダーシップを執ってもらいます。

時間帯責任者業務を完全習得することを目指
します。アルバイトスタッフとのコミュニケ
ーションも重視されます。
異動をブロック内または自宅から1時間３０分圏
内に限定される社員。
原則、副店長を最上位職位とする。

≪知識≫

【推奨】

◆住宅設備関連の商品知識★

◆管材関連の商品知識★

◆空調関連の商品知識★

≪保有資格≫

【必須】

◆普通自動車第1種免許証（MT推奨）

※18歳以下は、入社半年以内取得。

【推奨】

◆フォークリフト★

◆甲種防火管理者★

◆販売士３級★
【店長候補者は★印の保有を推奨】
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≪初 任 給≫ ※令和３年度実績

大学・高専・短大・専門（2年制）（店長候補）２２８,０００円 （エリア限定）２０３,０００円

専門（1年制） （店長候補）２００,０００円 （エリア限定）１９０,０００円



2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社小泉[プロストック事業部]

育成方針

募集職種/仕事内容

求める人物像

１．お客様第一、お客様に笑顔になってもらう接客応対を意識してもらいます。

常にお客様の気持ちに寄り添う対応を先輩が示します。

２．明るく・笑顔の職場の実現、お客様に信頼される店舗を目指してもらいます。

その為には全員参画の教育体制を実現していきます。

３．豊富な知識と丁寧・スピーディな対応で、お客様からの高い信頼を勝ち取ります。

独自研修など知識習得の場を提供していきます。

◆「明るく」「元気」「笑顔」「前向き」に新しいことに挑戦していく意欲あふれる人、

ひたむきに努力していける人。

“プロストック”は、何万種類もの工具や材料を
扱うプロの職人さん向け専門店。私は、店舗での
接客・販売を行っています。お客様がどんなもの
を求めているか？じっくりとお伺いし、とことん
向き合い提案することで、「ありがとう！」とい
う言葉をいただくことができ、お客様の信頼や感
謝を自分のやりがいと実感できる仕事です。

具体的な業務は、商品発注や品出し、レジ・会
計、見積もり作成など様々です。また、アルバ
イトスタッフの育成にも力を入れています。積
極的にコミュニケーションを取り、お客様の目
線に立って考え、先回りした提案や確認をして
います。店長や先輩はもちろん、アルバイトス
タッフにも相談して、みんなでアイデアを出し
合うなど、チームワークを大切にしています。
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2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社小泉[住宅設備事業部]

紹介

募集職種/仕事内容

①営業職 ②施工管理

初任給/募集要件

①当該敷地の現地調査・役所調査・報告書の作成

②お施主様の希望する住宅プランに対し屋外

給排水図面の作成及び見積もり

③受注作業に伴う営業活動

④得意先担当者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（情報収集）

⑤現場や得意先での打ち合わせ

⑥建物着工時、建設途中や建物完成時の検査

・打ち合わせなど

⑦区、市、町村への上水道・下水道申請業務

⑧リフォーム工事の受注 造成工事の受注

①施工管理業務

②受注物件の図面チェック

③施工業者の選定

④材料、設備機器などの発注

⑤工務店等との工程調整

⑥施工指示、施工管理

⑦社内検査

⑧元請検査

⑨完成・引渡し

≪保有資格≫

◆普通自動車第1種免許証（MT必須）

◆住宅設備に興味のある人（推奨）

≪知識≫

◆一般的なパソコン操作（推奨）

大手ディベロッパー様やハウスメーカー様の

注文住宅、建売住宅の新築工事・リフォーム

工事に伴う給排水・衛生・ガス設備工事・その

他設備に関する施工管理などを行っています。

さらに、品質管理及び引き渡し後のアフターメ

ンテナンスまで一貫して迅速に行っています。

住宅等の給排水衛生設備工事を受注、施工する

に当たり以下の内容の業務があります。
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≪初 任 給≫ ※令和３年度実績

大学・高専・短大・専門（2年制） （営業職）（施工管理）２２８,０００円

専門（1年制） （営業職）（施工管理）２００,０００円



2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社小泉[住宅設備事業部]

育成方針

求める人物像

≪求める人物像≫

◆自分自身で目標設定ができ、それに向かって努力出来る人

◆素直で協調性のある人

①入社時から1年程度は、先輩社員に付いて業務を基礎から丁寧に学んで貰います。

②2年目からは、本人の仕事の習熟度を見ながら、担当業務、担当得意先、担当エリアを

決定し受注予算、完工予算の達成を目指します。

③公的資格の取得、上下水道工事責任技術者・1・2級管工事施工管理技士・その他希望に

応じて積極的な取得をサポートします。

ちょっとした間違いやミスが、ゆくゆく大きな
欠陥につながることもあります。だからこそど
れだけ自信があっても、どれだけ時間がなくて
も、目に見える部分だけでなく徹底的に確認す
ることが大切です。分からないことがあったり
、少しでも不安を感じたら、迷わず先輩に相談
することも仕事の品質を保つために必要な手段
だと思います。最初の内は、先輩と同行するこ
とがほとんどなので、沢山質問をしながら、知
識や法則を蓄えていきましょう。
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2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社小泉[エンジニアリング事業部]

紹介

募集職種/仕事内容

①営業職

初任給/募集要件

建築の専門業者としてユニットバス、キッチン、洗面化粧台等水廻り全般の商材の提案から

設計・施工・メンテナンスまでを一貫して対応しています。特に、主力商品である台湾製ユ

ニットバス「PUDA」やドイツ製高級システムキッチン「allmilmö（アルミルモ）」は、

高級マンション・高級（ラグジュアリー）ホテル向けにフルオーダーで国内外に販売してい

ます。どのような浴室でもユニット化ができるノウハウや世界各国から高い評価受けている

プレミアムキッチンを武器にお客様が真に望まれる水回りの空間の提供を実現しています。

特注ユニットバス・システムキッチンの営業

①大手固定客（ディベロッパー・設計事務所・デザイン事務所等）へ特注ユニットバス・システム

キッチンの提案を行いゼネコン決定前の図面スペック活動

②大手固定客（ゼネコン）へ特注ユニットバス・システムキッチンの見積書を作成し価格交渉

③ユニットバス・システムキッチンの試作品を作成後、お客様に現物を見ていただき、ドイツ、台湾

にて製品検査立会い及び打合せ
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≪初 任 給≫ ※令和３年度実績

大学・高専・短大・専門（2年制） （営業職）２２８,０００円

専門（1年制） （営業職）２００,０００円

≪知識≫

◆建築の知識（推奨） ◆設備関連の知識（推奨）

◆TOIEC 700点以上（推奨）

育成方針

≪求める人物像≫

◆建築内装（ユニットバス・システムキッチン）の提案に興味がある人

◆コミュニケーション力（ヒアリング力、提案力、プレゼンテーション力）を活かしたい人

≪営業≫

①ＯＪＴにて先輩社員に同行し、ものつくりの楽しさを経験してもらいながら成長させていきます。

②社外で行われるセミナーや外部研修に参加しユニットバス、システムキッチンの基本及び建築用語

を身に着けていただきます。

③製作工場にて実際に商品の作り方を確認し、商品知識を身に着けていただきます。

求める人物像

≪保有資格≫

◆普通自動車第1種免許証

（AT限定可）



2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社小泉[エンジニアリング事業部]

募集職種/仕事内容

②設計職

初任給/募集要件

特注ユニットバス・システムキッチンの設計業務

①お客様や製作工場と打合せをしながら、特注ユニットバス・システムキッチン等を製作する図

面を作成する業務

[お客様]

ディベロッパー・設計事務所・ ゼネコン等

②製作工場へ出向き、お客様と一緒に輸入前に製品の出来栄えを確認する製品検査などの業務

③施工現場へ出向き、工事グループと協力して製品の施工状況・品質状況などを確認する業務

【設計職】

≪保有資格≫

◆建築学科卒業【必須】

◆ＡｕｔｏＣＡＤの操作（推奨）

≪知識≫

◆建築の知識【必須】

◆設備関係の知識（推奨）

【施工管理】

≪保有資格≫

◆建築学科卒業【必須】

◆普通自動車第1種免許証（AT限定可）

◆建築施工管理取得（推奨）

≪知識≫

◆簡単な建築の基本知識【必須】

◆設備関係の知識（推奨）
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≪初 任 給≫ ※令和３年度実績

大学・高専・短大・専門（2年制） （設計職）（施工管理）２２８,０００円

専門（1年制） （設計職）（施工管理）２００,０００円

③施工管理

特注ユニットバス・システムキッチンの施工管理業務

①建設現場に於ける施工管理業務ゼネコンとの打合せ、協力施工業者への指示・打合せ、必要材料の

手配等を行います。

②製作工場へ出向き、出荷前に製品の組立方法の確認及び製品検査立会い・打合せ等の業務

③工事原価管理業務・施工出来高を基に協力業者の請求処理・プロジェクト毎の収支管理

④施工（組立）方法の検討打合せ



2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社小泉[エンジニアリング事業部]

育成方針

求める人物像

【設計職】

≪求める人物像≫

◆ものつくりに興味がある人

◆建築に興味がある人

【施工管理】

≪求める人物像≫

◆ものつくりに興味があり、真面目な人

◆会話が好きで元気のある人

≪設計≫

①基本、ＯＪＴにて先輩社員に同行しながら、ものつくりの楽しさを経験してもらいながら

成長させていきます。

②製作工場にて実際に商品の作り方等を確認し、商品知識を身に着けていただきます。

③現場にて施工状況を確認しながら、施工会社の人と打合せすることで図面に反映するべき

内容を覚えていただきます。

≪施工管理≫

①基本、ＯＪＴにて先輩社員と現場等に同行し、ものつくりの楽しさを経験してもらいながら

成長させていきます。

②製作工場にて実際に商品の作り方等を確認し、商品知識を身に着けていただきます。

③現場にて施工状況を確認しながら、協力業者の方からの意見を直接聞き建築用語や施工順序を

覚えていただきます。

④各メーカーの展示会等に出向き材料の知識を身につけていただきます。

南青山ショールーム

中野坂上ショールーム

LAGUNA BAYCOURT CLUB HOTEL&（蒲郡）
ＢＡＹ ＳＵＩＴＥ

ＬＵＸＵＲＹ ＳＵＩＴＥ

Karuizawa Nagano Contura HGL

Kiyosato Yamanashi

Combination of

concrete and veneer
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2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

いずみテクノス株式会社

紹介

募集職種/仕事内容

①技術職 ②施工管理

初任給/募集要件

主に、マンションやオフィスビル等の給水管・排水管の工事を施工している会社です。現代

の社会では、マンションやビルの長寿命化、資産価値の維持が求められています。そのポイ

ントが、給水管・排水管など水環境の維持・管理です。当社は、こうした給排水管の更生工

事や更新工事等、特許取得した最新技術を生かして安全第一に現場の施工を行っています。

また、メーカーと共同開発を行った工法なども多く採用されています。お客様は、マンショ

ン管理組合、マンション・ビルの管理会社やオーナー様になります。

仕事内容は、工事施工現場で当社の下請協力

会社に対して安全管理、工程管理、品質管理、

またマンションの住人様との工事に関する

調整など現場での様々な業務を会社の代理

として担当していただきます。建設業では、

現場代理人（現場監督）と呼ばれています。

技術職は実際に当社の工事施工現場で７～８
名のチーム（社員）でそれぞれ手分けをし、

協力し合って給水管、排水管の工事を進めて
いきます。このようにチームワークが大切な

仕事であるだけに、仲間意識は高く腰を

落ち着けて働いていただけるはずです。

【保有資格】

◆普通自動車第1種免許証（AT限定可）

【知識】

◆学部学科、知識の有無は不問
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≪初 任 給≫ ※令和３年度実績

大学・高専・短大・専門（2年制） （技術職）（施工管理）２２８,０００円

専門（1年制） （技術職）（施工管理）２００,０００円



2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

いずみテクノス株式会社

育成方針

求める人物像

≪求める人物像≫

◆建設業に興味のある方

◆建設業の勉強してきた方

◆建設業の資格をお持ちの方

◆建設業に携わって仕事をしたい方

以上の方は、大歓迎♪

①当社の現場は改修工事が主体のため、マンションでは住人様が実際に居住している現場、

また更生工事は通常の設備工事会社では施工していない工事なので、技術を覚え現場の

進め方を覚えていただきます。

②入社3年目以降は適正に合わせ営業職、施工管理、技術職に進んでいただきます。

③それ以降、当社の仕事をとおし覚えた知識・技術を基に勉強し、国家資格である給水装置

工事主任技術者をはじめ二級管工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士などの資格取

得に挑戦していただきます。

自社で開発し特許を取得した「モバイ

ル・リボン工法」や「モバイル・ハイ

ブリッド工法」、大手住宅関連メーカ

ー様と共同開発した「リノベライナー

工法」では、給水管・排水管の長寿命

を実現し多くの実績を残しています。

更生工事の工法
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2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社リフォームプラザ小泉

紹介

募集職種/仕事内容

リフォームコーディネータ

初任給/募集要件

■業務の流れ（リフォームコーディネータとして、案件を最初から最後まで担当します。）

①お問合せ・ご相談（リフォームに関する対応）

⇒ ②訪問調査（現地に伺い、採寸やヒアリング）⇒

③プラン打ち合わせ（最適なプランのご提案）

⇒ ④見積提出（お見積り内容のご説明）⇒

⑤ご契約

⇒ ⑥施工（専門技術者手配、商材発注、施工調整、現場管理）⇒

⑦完成・検査・引き渡し

⇒ ⑧メンテナンス

■飛び込み営業はありません！求めているお客様にじっくりと提案していくスタイルです。

首都圏の戸建住宅・分譲マンションを中心に、新築や増改築工事、内外装リフォーム工事を手掛けて

いるリフォーム会社です。お客様のご要望をお伺いし、プランニングから設計・施工管理・引き渡し

まで一貫して手掛け、総合的な住宅リフォームコーディネートを提案しています。

また、国土交通大臣に登録された優良なリフォーム業者に認定されているため、お客様からの引き合

いも多く、1級・2級建築士を中心に豊富な現場経験と知識を有する多くの女性が活躍している職場

です。お客様は、地域にお住いの一般の方や職域団体企業（組合や協会）様等になります。

【保有資格】

◆普通自動車第1種免許証（AT限定可）

【知識】

◆建築系学部、学科卒業予定（推奨）

◆一般的なパソコン操作ができる（推奨）
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≪初 任 給≫ ※令和３年度実績

大学・高専・短大・専門（2年制） （リフォームコーディネータ）２２８,０００円

専門（1年制） （リフォームコーディネータ）２００,０００円



2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社リフォームプラザ小泉

育成方針

求める人物像

①入社後は先輩と同行し、業務の流れや商品知識を身に付けていただきます。

②最初に担当をするのは、「水栓だけ」「給湯器だけ」「トイレの機器だけ」といった

小規模案件になりますので、少しずつ大きな仕事ができるように指導していきます。

③経験とスキルにより、順次資格の取得を指導していきます。

キッチンスペシャリスト、インテリアコーディネータ、福祉住環境コーディネータ、

一級・二級建築施工管理技士、一級・二級建築士、木造住宅耐震診断耐震改修技術者等

◆「住まいづくり」に興味がある方

◆お客様とじっくり向き合う仕事がしたい方

新築

マンションリフォーム

戸建リフォーム

店舗等リノベーション

新築

≪施工事例≫
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2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社ジャパンエコロジー

紹介

募集職種/仕事内容

初任給/募集要件

１．〈一般個人のお客様を対象〉

一般世帯向け 太陽光発電システム、エコキュート、蓄電池、防犯カメラ、IHクッキングヒーター等

の工事の受注に関連する提案営業および設置施工。

２．〈民間、官公庁を対象〉

産業用 太陽光発電と連動した自家消費システム、照明器具の省エネ化、防犯カメラ等の工事の受注

に関連する提案営業および設置施工。

３．〈O&Ｍ事業〉

屋根上および屋外設置の太陽光発電所の保守、点検と報告書作成、情報データ入力業務。

４．〈補助金申請〉

国交省および各自治体の補助金活用の提案や申請に関連する資料の作成。

※上記業務は小泉の各営業所と連携して販売することが主となります。その為、小泉の商圏ほぼ全て

が活動エリアとなります。

小泉グループの住宅用及び産業用太陽光発電システムの販売を中心とする関連会社として、

太陽光発電、蓄電池、HEMS のシステム設計・施工・販売を行っています。

小泉グループの各ブロックの中核拠点に事務所を併設しており、現場調査から施工・引渡し、

補助金申請のサポートまで一貫したサポート体制を構築し、お客様に合わせた様々な取り組みを

行っています。

【保有資格】

◆普通自動車第1種免許証（MT必須）

◆第二種電気工事士免許（推奨）

【知識】

◆一般的なパソコン操作（Excel / Word）ができる（推奨）
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≪初 任 給≫ ※令和３年度実績

大学・高専・短大・専門（2年制） （営業職）２２８,０００円

専門（1年制） （営業職）２００,０００円

営業職



2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社ジャパンエコロジー

育成方針

求める人物像

①入社時から半年は、先輩社員とマンツーマンで営業活動や施工現場で経験を積んでもらい

ます。

②半年後以降は、本人の適正を見て小泉各ブロックの1エリアを担当する営業担当として

主体的に活動してもらうか、施工班の一員として施工を担当してもらいます。

◆太陽光や蓄電池など再エネ商材に興味を持ち、情報収集できる人

◆報告・連絡・相談を遵守できる人
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2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社小泉[システム部]

紹介

募集職種/仕事内容

初任給/求める人物像

社内SE(システムエンジニア)

①IT戦略・システム企画

経営戦略を支えるシステムの企画立案・要件定義を行います。各部門のヒアリングや業務分析を

行い、業務プロセスの改善を推進していきます。

②基幹システム構築・改善・運用・保守

当社の主な業務の知識と社内ユーザー（社員）の要望を基にしたシステムの改善提案・再構築、

あるいは保守・運用業務。

③インフラ構築・運用・保守

ユーザーの業務効率向上の為の新技術・製品の導入検討・評価。ネットワーク、サーバー運用・

監視・障害対応。セキュリティ対策、データ保全体制の強化。クライアントPCまで含めた

インフラの全体的な対応。

④サポート・ヘルプデスク

社内ユーザーへの日常的なヘルプデスク、ツールやシステム導入時のPCセットアップや教育。

ソフトウェアやPC等の資産管理、ユーザー管理、FAQ作成。ACCESS、EXCEL、WORD等を

使ったデータ提供。IT全般に関する社内研修の講師を行う事と資料の作成。

⑤定型業務

部の経費報告、IT機器の出荷手続き、他部署主幹の定例業務への参画等。

小泉グループのすべてのPCやネットワークの管理、社内システム全般に関する業務を行っている

部門になります。

≪求める人物像≫

◆習慣としてITとビジネスに関する最新動向を収集できる人

◆報告・連絡・相談を遵守できる人
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≪初 任 給≫ ※令和３年度実績

大学・高専・短大・専門（2年制） （社内SE）２２８,０００円

専門（1年制） （社内SE）２００,０００円



2021 KOIZUMI Co.,Ltd.

株式会社小泉[システム部]

育成方針

募集要件

≪保有資格≫

◆普通自動車第1種免許証（推奨）

≪知識≫（推奨）

①MOSスペシャリストレベル（一般）程度の知識。

②最新のウィルス感染経路パターンについての解説を理解できる。

③Windows 10の基本操作知識とFeatureUpdateの理解。

④ActiveDirectryについての概要とその重要性を理解できる。

⑤Windows上で、文献を元にコマンドプロンプトやPowershellによるバッチファイルを作成し、

求める結果を出せる。

⑥ソフトウェアライセンスの不正利用による企業の社会的リスクを理解している。

⑦LAN、WAN、クライアント／サーバシステム、TCP/IP、DHCP、DNS、ルーティング

デフォルトゲートウェイ、BI、EDI、ポータル、AWS、DX、仮想化、MACアドレス等の単語

への理解が多少ある。

①入社時から1~2年程は、当社の様々な業務の把握と他部門間の連携を円滑に行える様にするために

業務４．５．を主に行います。

②3年目以降は、本人の適正を見て業務２．３．に関するベンダとの折衝、社内手続き、社内ユーザー

への周知・教育を主幹で行う事ができるようにします。

③それ以降は、システム部責任者の承認の元で、業務１．を行える人材となるように育成して

いきます。
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