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株式会社パソナ

<出展企業>

株式会社イーブ

oVice株式会社

株式会社ジェイ・エス・エス

金沢ガス・電気株式会社

株式会社パワーエッジ



【募集職種の概要】

【参加企業の概要】
ふりがな かぶしきがいしゃいーぶ ホームページ URL

企業名 株式会社イーブ https://www.eeb.co.jp/

所在地 石川県能美市旭台２丁目５番１いしかわフロンティアラボ内
業 種 ソフトウェア/情報処理

従業員数 81名

仕事内容（応募資格等） 勤務形態

事業内容

当社では、お客様の要望に応じたシステム開発と、IT技術者の育成に力を入れています。
プログラミング未経験者をプログラマー、システムエンジニアへと育成する当社の取り組みには、2003年以降15
年以上の実績があり、培った技術を生かして、大手企業・自治体向けのソフトウェア開発を中心に、県内外の顧客
企業のニーズに幅広くお応えしています。
※2019年4月より、株式会社アイティフォー（東証1部上場）のグループ会社となりました。

自社の特徴・強み

【未経験からIT 業界（プログラマー・ SE ）へ!】
北陸を拠点に、システム開発、 IT 技術者の育成 を手掛けるソフトウェア会社です。
15 年以上の技術者育成実績があり、技術力と人材育成力 で県内外の取引先に高く評価されています。
20 代、 30 代の社員 多数。 社員の 9 割が業界未経験から入社、研修を経て技術者として活躍しています。
（6 ヶ月研修等、フォローアップが充実!）

求める人物像
(PRポイント)

・文系理系問わず、未経験者OK
・選考（適性テスト、面接）はオンラインで実施可
・入社後6 ヶ月間の研修制度あり（ Java プログラミング、 Web アプリ開発等 ※経験3年未満の場合）

転勤の可能性 県内 有 県外 有

勤務地

2名②

プログラマー
システムエンジニ

ア
（経験者）

ソフトウェア開発
Java、VB、VB.NET、C言語、C#、C++、Python、パワービル
ダー等による開発業務（他言語経験者も可）
▼お任せする開発案件例
・石川県、富山県の製造メーカー向けソフトウェア開発
・金融機関向けソフトウェア開発
・自治体向けパッケージ開発、ECサイト開発 等
※応募資格:ソフトウェア開発経験3年以上（言語不問）
※勤務地:本社（能美市）または取引先

契約社員 能美市 他

①
プログラマー

（未経験者歓迎）
（4月採用予定）

ソフトウェア開発
▼新人研修（6ヶ月）
 ＊Java基礎・応用、Webアプリ開発実践
 ＊Javaプログラマー資格（SilverおよびGold）取得支援
 ＊HTML、データベース、AI入門
 ＊ビジネスマナー、情報セキュリティ等
▼社内開発実務へ配属（研修後のスキル・適性を考慮し配属）
※備考:研修中（入社後 6 ヶ月間）は有期雇用契約。研修で要
件を満たした場合、研修後に正社員転換（転換実績 18 名／直近
3 年間、転換のための要件あり）

正社員 能美市 3名

採用
予定数

№ 職種名



【募集職種の概要】

勤務形態 勤務地

事業内容 バーチャルオフィス、オンラインイベントで使えるバーチャル空間の開発・提供

自社の特徴・強み

求める人物像
(PRポイント)

求人については、株式会社oViceの採用サイトをご覧ください
https://herp.careers/v1/ovice

県外転勤の可能性 県内 無 無

採用
予定数

oViceは「オンラインでのコミュニケーションを最大化」することを目指しています。ユーザー間のコミュニケー
ションやインタラクションを促進する画期的なツールを提供し、コワーキングスペースやイベントの交流スペース、
バーチャルオフィスとしての利用拡充を実現します。

求人については、株式会社oViceの採用サイトをご覧ください
https://herp.careers/v1/ovice

№ 職種名 仕事内容（応募資格等）

【参加企業の概要】
ふりがな おびすかぶしきがいしゃ ホームページ URL

企業名 株式会社oVice https://ovice.in/ja/

所在地 石川県七尾市本府中町エ113B
業 種 ソフトウェア/情報処理

従業員数



【募集職種の概要】

4名

② 営業部門
・都市ガス・電気の提案営業、付帯機器の販売を行います。
・ガス機器の故障等に関するお問い合わせや、要請に対する現場
対応を行います。

2名④ 再エネ部門

・水力発電全体の計画策定
電力の年間発電量を計画し、状況に応じた発電所のオペレーショ
ンを行います
・維持管理
水力発電設備（水車、発電機、変圧器）の電気設備の工事監理、
保守管理業務を行います

正社員 金沢市

③ スタッフ部門

・総務課:経理や人事、総務等といった業務を行います。
・企画課:経営企画や広報、システム等といった業務共に会社運
営を担うスタッフ系の業務を行います。
会社が立ち上がったばかりなので通常のスタッフ部門での業務の
他に、法律相談対応、契約書の作成、社内法務手続きの管理、不

 動産管理などの業務も行います。

正社員 金沢市

正社員 金沢市

採用
予定数

① 維持管理部門

・インフラ事業の要ともいえるガス導管とその関連施設の維持管
理・運用・建設などの業務を行います。
・古くなったガス導管の更新計画の策定、ガス設備の設計・施工
管理などの業務も行います。

正社員 金沢市 3名

№

3名

職種名 仕事内容（応募資格等） 勤務形態 勤務地

転勤の可能性 県内 無 県外 無

事業内容

２０２２年４月に現在の金沢市企業局様のガス・発電事業を譲受けるために設立された会社です。主な事業は都市
ガス事業（製造・供給・販売）、水力による発電事業、小売電気事業を柱とし、地域の皆さまのエネルギーインフ
ラを担います。地域を守り、地域に愛され、地域と共に成⾧し続ける存在として１００年続く地域密着の総合エネ

 ルギー企業を目指します。

自社の特徴・強み
「北陸電力、東邦ガス、北國新聞社、北國銀行、松村物産、小松ガス」の出資により設立された会社です。
金沢市のこれまでの取組みの継承に加え、出資各社がこれまで培ってきたノウハウを融合した新しい会社です。
安定的な事業運営を通じ市民の豊かな暮らしと地域の発展を支えます。

求める人物像
(PRポイント)

採用までの流れ
書類選考→一時 面接→適性検査実施（選考ではない）→二次面接（最終）

所在地 石川県金沢市下本多町6番丁11番地
業 種 電気/ガス/水道

従業員数 40人

【参加企業の概要】
ふりがな かなざわがすでんきかぶしきがいしゃ ホームページ URL

企業名 金沢ガス・電気株式会社 http://kanazawa-ge.co.jp/



【募集職種の概要】

【参加企業の概要】
ふりがな かぶしきがいしゃじぇいえすえす ホームページ URL

企業名 株式会社 ジェイ・ エス・エス https://www.jss-grp.co.jp

所在地 石川県 金沢市示野中町 2-115
業 種 情報サービス業

従業員数 200人

事業内容 ソリューションサービス・ソフトウェア開発・データセンター

自社の特徴・強み

流通や医療のシステム開発を得意としており、地元でも食品スーパーやドラッグ ストア 、病院などのお仕事をさせ
ていただいております。
その他ソフトウェア開発以外にもデータセンター事業やハード販売など、複数の事業の柱をもつことで、安定した売
上確保ができているという特徴 が あります。

求める人物像
(PRポイント)

資格取得 時の一時金支給制度など、社員教育体制も充実しています 。

勤務地

転勤の可能性 県内 無 県外 無

採用
予定数

2名

№ 職種名 仕事内容（応募資格等）

1名② 営業
新規・既存顧客の提案・見積、システム・ハード販売
業務

正社員 金沢市

①
ＳＥ・プログラ

マー
システムの設計・開発・導入 正社員 金沢市

勤務形態



【募集職種の概要】

3名

№ 職種名 仕事内容（応募資格等）

①

システムエンジ
ニア

プログラマ

＜システムエンジニア＞
 主にオープン系のシステム開発、基本設計、詳細設計

＜プログラマ＞
 システム開発・テスト、PGからSE補助作業をしてシステム
 エンジニアを目指していただきます。
 ※未経験者も歓迎いたします。

＜業界・業種＞
 業務系、金融系、制御・組込系(車載・次世代IoT)のシステム
 開発

正社員
金沢市他

プロジェク
トによる

勤務形態 勤務地
採用

予定数

転勤の可能性 県内 無 県外 無

事業内容
アパレル向け自社パッケージ製品の企画・製造・販売。タブレットPOSレジの開発・販売。
銀行・証券からネットサービス、エンタメ、車載、組込まであらゆる業種のシステム開発。
現在はAI、AR/VR、次世代車載システムに注力しており、今後も各支社で積極的に受注をしていく予定です。

自社の特徴・強み

・自社パッケージ多数あり。
・受託案件、クラウド案件も多数あり。
・転勤なし。
・Uターン 2名、Iターン 2名 既に在籍中。
・最先端技術の案件多数（ 0 からのクラウド構築 ～ Golang言語、Lineコネクト等）
・各種イベント多数（コミュニケーション活性化の為）※但し、無理強いは致しません。

求める人物像
(PRポイント)

・文系、理系問わず
・未経験者OK

所在地 石川県金沢市上堤町1-12 金沢南町ビルディング7F
業 種 ソフトウェア/情報処理

従業員数 191人

【参加企業の概要】
ふりがな かぶしきがいしゃぱわーえっじ ホームページ URL

企業名 株式会社パワーエッジ  

http://www.poweredge.co.jp


