


全研本社株式会社（Zenken Corporation）

本社所在地

〒160-8361

東京都新宿区西新宿6-18-1
住友不動産新宿セントラルパークタワー18・19階

創業

1975年（昭和50年）5月2日
今年で創業46年目

資本金

56,050,000円

全研グループ資本金合計

227,000,000円

グループ社員数

1,004名

沖縄オフィス

〒900-0015

沖縄県那覇市久茂地1-3-1
久茂地セントラルビル 8階

西新宿の自社ビル2棟



そこにない未来を創る

OUR VISION
わたしたちのビジョン



BUSINESS
事業内容

IT（ 東京・沖縄 ） 語学

求人メディアの運営
ＷＥＢマーケティング

コンサルティング
法人向け語学研修事業

ＳＥＯ 自社メディア企画制作 オンライン英会話惟事業

システム
エンジニアリング

グループ企業
ＷＥＢプロモーション

留学支援事業

サーバーホスティング EC事業 英会話スクール、日本語学校

健康美容
コンサルティング

ソーシャルメディア
マーケティング事業

大学講師派遣事業

株式会社サイシード ▶ AI（人工知能）活用事業 ▶採用支援サービス・人材紹介事業グループ



RESULTS
制作実績

クライアントの事業創造を
促進するコンテンツを多数創出

飲食業で成功するための
仕事ガイド

一生できる保育の仕事さがし Webディレクターになるには

私たちは、顕在的ニーズを抱くユーザーを対象として、その関心を確実にとらえる検索
キーワードから構築した「オリジナルの専門情報サイト」を制作・運営しています。



MARKETING
マーケティング
コンサルティング

OPERATION
WEBサイト運用

CREATIVE
WEBサイト制作

WEBマーケティング

サイト編集

SEO

WEBディレクション

WEB解析

ライティング

コーディング

★コンサルティング

JOB DESCRIPTION
沖縄オフィスでの仕事

市場調査

企画提案

品質チェック

広告出稿

レポーティング



CONCEPT
未経験者を積極的に採用しています

なんでもできる。
なんにでもなれる。



コンサルティング営業
チャレンジできる仕事



コンサルティング営業
チャレンジできる仕事

①ご契約サイトのレポート作成

②お客様へのご報告 (メール/お電話)

③データ集計・分析

④制作者へのフィードバック

⑤お問合せへの対応

◆ お客様から直接「ありがとう」
を言われる仕事

◆ お客様の声をすぐに運用に
反映できる

◆ 新規事業立ち上げだから業務の
進め方を一緒に決めていける

身につくスキル
こんなツールを使いこなせるようになります

＊資料作成 ... データポータル など

＊SEO分析 ... SEOチェキ など

＊webサイト分析 ... アナリティクス/ahrefs/GSC など

＊市場分析 … Google Ads/ GoogleTrends など



WEB制作スタッフ
チャレンジできる仕事

①調査業務

②ライティング

③コーディング

④WEBサイトの分析・運用

身につくスキル
こんなツールを使いこなせるようになります

＊市場分析 … Google Ads/ GoogleTrends など

＊ライティング... ライティング/編集 など

＊コーディング ... HTML/CSS/PHP など

＊webサイト分析 ... アナリティクス など

◆ WEB制作の専門スキルが未経験
から身につく

◆ 成果につながるWEB制作を
極めることができる

◆ 自分の生み出したもので人の心を
動かす仕事ができる



募集要項

募集職種 WEB制作スタッフ/コンサル営業アシスタント
※Webライター、Web編集者、WEBアナリスト等、
ご本人の希望と適性により決定

雇用形態 正社員

勤務地 沖縄県那覇市久茂地1-3-1久茂地セントラルビル8F

交通 ゆいレール 県庁前駅より徒歩2分

勤務時間 9：30～18：10（休憩1時間）

給与・賞与 月給15万円～18万
昇給：年1回（4月） 賞与：業績に応じて支給
※精勤手当、住宅手当、調整手当込

福利厚生 各種保険完備、交通費全額支給、出張手当
・各種手当 表彰制度、正社員紹介制度

※排ガスを出さない通勤
（徒歩または公共交通機関）に対し
交通費とは別に「エコ通勤手当」を支給します。
月額5000円

休日 完全週休2日制（土日）、祝日、夏季、年末年始
有給休暇

応募資格 2021年に卒業の大学院、大学、短大、
専門学校の学生（学部・学科不問）※高校生不可

2021卒 新卒採用 公式サイト

全研本社採用公式サイト
https://recruit.zenken.co.jp/
全研本社スタッフブログ
http://www.zenken.co.jp/blog/
全研本社沖縄オフィスFacebook
https://www.facebook.com/zenken.okinawa
全研本社新卒採用Facebook
https://www.facebook.com/zenkensaiyou

お問い合わせ

沖縄オフィス 採用担当：中村（なかむら）
住所 沖縄県那覇市久茂地1-3-1 久茂地セントラルビル8階
電話 050-5577-1277/070-1369-0831
mail okinawa@zenken.co.jp

https://recruit.zenken.co.jp/
http://www.zenken.co.jp/blog/
https://www.facebook.com/zenken.okinawa
https://www.facebook.com/zenkensaiyou


☑ 誰かを喜ばせる仕事がしたい！

☑ 今後に生かせる専門スキルを身につけたい！

☑ 実力で評価してくれる会社で働きたい！

COWORKER
どんな人に向いている会社か

☑ 自己の成長の為に、努力し続けられる人

☑ 何事にも好奇心を持ち積極的に取り組める人

☑ 全研マインドに共感し、実践できる意欲のある人

☑ 自分の可能性を広げたい！

☑ ずっと続けられる職場で働きたい！

こんな方と働きたい



全研本社にはいくつかルールが存在します。もちろん一つひとつに意味があります。
ミスマッチを防ぐために全研本社のルールをお伝えいたします！

・給与公開（沖縄オフィスのみ）

・敬語ルール

・愚痴禁止ルール

全研本社のルール

ZENKEN RULE
全研本社のルール



Q：この会社を選んだ「決め手」は何でしたか？

第1希望の会社に落ちて意気消沈していた頃、専門学校の先輩から

今の会社を紹介していただきました。

本社が東京にある会社で「沖縄にオフィスを設けたいから沖縄の学

生と話をしてみたい」と、一度会ってお話をするだけの予定でした

が、お話しをしている内に、オフィスの立ち上げメンバーとして就

職することに。

web制作系のお仕事ならなんでも嬉しい！というスタンスだったの

で、決め手はご縁と希望の職種だったからと言えます。

氏名 ：又吉 未来（またよし みく）
部署 ：コンサルチーム
出身校：インターナショナルデザイン
アカデミー デジタルデザイン科

新卒代表から一言 ～20卒のみなさまへ～

INTERVIEW
新卒インタビュー

Q：就職活動をしている学生さんへのアドバイス

私自身の経験から言うと、どんな縁も大切にすることです。そして、縁を大切にする最初の一歩は、約束を破らないことです。

行くと言ったら行く。守れない場合は前もって連絡をする。

約束を守れる人は紹介する側からすると信頼できますし、紹介しても失礼がないだろうと考えます。

インターンシップも大切ですが、基本的なマナーが守れているかも振り返ることもぜひ意識してみてください。



Q：この会社を選んだ「決め手」は何でしたか？

一番は“サイト制作”という仕事内容です。パソコン作業が好きだっ

たのとモノづくりに携わりたかったことで、IT企業を中心にいろん

な企業を見ていて、システム系の仕事内容が多い中、Webサイトと

いう身近な媒体の制作を行なえるのが魅力的でした。

あとはオフィスの雰囲気ですね。「自分のできることから上を目指

す！」と前向きに仕事に取り組んでいる方ばかりで、刺激が多そう

だと感じました。

氏名 ：神沼 道（かみぬま みち）
部署 ：編集チーム
出身校：琉球大学

新卒代表から一言 ～20卒のみなさまへ～

Q：就職活動をしている学生さんへのアドバイス

実際に働いてみて《何をするか》も大切ですが、《誰と一緒に働くか》もすごく大切だなと感じています。なので仕事内容や待遇だけ

にとらわれず、企業の方と積極的にコミュニケーションを取って自分に合った職場を探して欲しいなと思います。

企業との出会いは一期一会。いつどんな理想の企業と出会えるかはわかりません。学校の就職課やサポートセンター、合説など、幅広

いアンテナを張って出会いのチャンスを広げてみてください！

INTERVIEW
新卒インタビュー



仕事は
全力で！

OKINAWA OFFICE
一緒にオフィスを成長させていきましょう

まだまだ拡大させていきたい。
だからこそ、新しい仕事やオフィス

文化をつくってくれる仲間が必要です。



遊びも
全力で！

OKINAWA OFFICE
背中を預けられる仲間

人は人、自分は自分ではなく
心から信じて、一緒に戦い
真剣に向き合う仲間がいます。



メモ



メモ


