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日立の技術力と感性あふれる者い力で、

沖縄情報崖業の新スタイルを切り拓きます。

沖縄における情報産業の活性化 に努める。

1999年 、沖縄 日立ネットワークシステムズは、「,中 縄県マルチメディアアイランド構想」のもとIT立県をめざす

沖縄の地に、沖縄の情報産業の渚性化を図ることを目的に設立され、おかげさまで2014年 10月 1日 をもちまして

創立 15周 年を迎えることができました。以来、日立グループにおける沖縄県で初のIT会社として、日立グループの

技術力を結集し高度な技術者を育成しながら、ソフトウエア開発を主力にサービスの充実を図つていま現

雇用を生み出す事業 を積極的に展開。

創立以来、「人材は最大の財産である」という信念のもと、日立の歴史に裏打ちされた技術力を礎に、社員一人ひとり

のキヤリア形成に力を注ぎ、着実に実績を積み上げてきました。2002年には嘉手納開発センタを開設 し、お客様個々

のニーズに合致 した最適なソリユーシヨンを提供 しています。さらに沖縄の風土に根ざしたホスピタリティーを活

かし、各種サポー トサービスやヘルプデスク業務など事業の拡大を図り、浄縄県における情報産業界の発展にも努

めてきました。

新たな可能性を見出 し、地域 とともに。

沖縄の先人は諸外国からさまざまな文イヒを取り入れ、自らのスタイルを築き、

◆ 日、琉球文化の華を咲かせています。この先人のDNAを引き継いで、沖縄を

愛 し、夢を追い続ける当社の若い技術者と共に沖縄の未来を創造 し、高度な

技術と真心で皆様から信頼される良 きパー トナーであり続 けるよう研鑽を重

ねてまいりますので、何卒ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

沖縄日立ネツトワークシステムズ株式会社

代表取締役 柳沼 健志



OK!NAWA HITACHI
NEttORK SYSTEMS,LTD. 会社紹介

企 業 方 針

■ 先 端 技術 を有 し、お客 様 に信 頼 され る製 品の 設 計・開発 を通 じて 社 会 に貢献 する

日 個 人 の能 力 を最大 限発 揮 で きる様 、社 員 の個 性 と 自立 意 識 を大切 にする

■沖 縄 県 の 地効 に密 着 した企 業 沼 動 を展 開す る

日立グループのチームカでベス トアンサーを。

瀬縄日立ネットワークシステムズは、いかなる時代にも「開拓者精

神」で次なる時代を切 り拓いてきた日立グループの一員です。

グループ内において当社はまだまだ若い会社ですが、日立グルー

プの歴史と誇りを胸に、ノウハウを口及収しつつ技術力の3a化 に努

めています。日立グループの専門性を活かし、連携を図ることで生

まれるシナジー効果を最大限に発揮し、沖縄の地域に根ざし、社会

に貢猷できる企業をめざしていきます。

“

日立グループの一員 として

主 要 業 務

ソフ 静鬱量プ爾羹

大規模システムからWebシステムまで、お客様に最適な

ソリユーションをご提供します。

轟ビジネスアプリケーション

囲ネットワークアプリケーション

国ミドルウェア

LAN、 インターネッ ト、イン トラネッ トなど最適な

ネッ トワークを構築 します。

国インターネット/イ ントラネット構築

題LAN/WAN
理セキユリティ対策

シス妾ゑゾ蝦ュ韓影轟ン

ユーザー業務に精通 したスタッフがお客様の問題解決を

お手伝いします。

隠システムコンサルティング

題サポートサービス(システム/テクニカル)

覇ヘルプデスクサービス

幅広い製品群からお客様のニーズに合わせた機器と

ソフ トウェアをご提案 します。

理PC、サーバー、通信機器等

題パッケージソフトウェア

幕ッ静ワー紗薯ン番ダ拶一抄露ン ゴヽ一 静沙墨露翼ソフ鮮鬱重プサプラギ



事業紹介
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沖縄分散 FJ手珂発でお客様のニーズに

応えるソリユーシヨン在。

複雑かつ高度化する情報産業において、お客様のニーズにお応

えするために必要なのは、お客様の一歩先を見据えた問題解決

能力だと考えます。こうした課題に効果を発揮 しているのが、よ

り高い専門性を追求する瀬縄分散開発です。沖縄日立ネッ トワー

クシステムズでは、日立グループ内において磨きをかけてきた

技術力と信頼性を活かし、嘉手納開発センタを中心に沖縄分散

開発を実現 しています。日立グループならではの高い品質を誇

る沖縄分散開発において、これまでに」avaを 中心とした数多く

のWebアプリケーシヨンソフ トの開発に携わつています。

目立グ園―バルネットワークを活用し、日本全国へ展開。

入間力と技術力を顧使した円滑な聞発と

5強固なセキユリテイ査実現。

沖縄分散開発において重要なポイン トを占めるのが、沖縄日立ネッ

トワークシステムズ (沖縄)⇔ 日立グループ(本土)間 をつなぐブリッ

ジSEです。大規模システム開発において企画・設計・開発 運用に携

わつてきたスタッフが、その経験を涌かし、開発イ貝」とプログラマの

橋渡し役として渚躍。ホスピタリテイーと高いコミュニケーシヨン

能力を最大限に発揮しへTV会議による工程の打ち合わせなど円滑

な開発を実現 しています。さらに日立グループ間では100Mbpsの

通信を可能とする専用回線「日立グローバルネッ トワークJを沼用

することで、セキユリテイの強化を図つています。

ミ

沖縄分散 F弄弓発

(ソ フトウエア開発)

/

準
夏 嘉手納オフ ィスを紹介 します !

豊 かな自然 に国まれた嘉手納

オフィス。沖縄本島中部にある、

同オフイスでは、東シナ海が一望

できるリフレッシュ効果抜群の

環境の中、個性あ′S、れるスタッフ

がクリエイテイブな発想で開発

に取り組んでいます。
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豊 ん`感 霞 亀逸抵ケー 捗諷ン罐力 匙轟錢感毯寺 五鬱競 ギで竣疹鉾域顧― 騨甕霙鯛◇

事業紹介

沖縄県内におけるコールセンター業務は、優秀な人材を確保しやすいことから、その可能性を

無限に広げています。その理由のひとつが、高いコミュニケーション能力です。沖縄県民の、

人へのやさしさ、まじめさはお客様からの問い合わせ業務を行う上で欠かせない適性となつ

ているのです。こうした背景をもとに当社では、2000年から一般顧客向けインターネットヘ

ルプデスクを開設。その実績から、2008年に日立グループ向けサポー トサービス、2009年に

は県内のIDCセ ンターを活用 し24時 間ネッ ト監視サービス業務を開始 しました。なかでも

日立グループ向けサポー トサービスにおいては、グループメリツ トを活かしながら専門的な

技術や知識の習得に努め、高品質のサービス提供をめざしています。

また、いろいろな情報を扱うサポー トセンター運用にあたつては、セキュリテイ強化の観点か

ら、2002年 にプライバシーマークの取得、さらに、2010年 2月 にはISMS(情報セキユリテイ

マネジメン トシステム)認証を取得しました。このように個人や企業の情報保護の重要性を強

く認識し、国際規格など高度なセキュリテイと最先端のインフラを整え、これまで培つたノウ

ハウやサービススキルを渚かして、お客様からの問い合わせにきめ細やかに対応しています。

H― ―

・

鍵鎮 g睡 鰻聾 馨垂

轟覆 ず 蓄里器き 垂計審慧・・――誓最轟ё

地域に根ざしたシステム開発やソ リユーシヨンビジネスにおい

ても、最新の情報技術と培つてきた ノウハウをもとに着実に実績

をあ tず ています。これまでに官公庁や 自治体 から、金融・電力・医

療などの一般企業まで ,ラク山支にわたる業種に対応 し、サー ビスの向

上や事務 経営の効率化を実現 して きました。丁寧なヒア リング

でお客様の要望事項を分析 し、問題解決に向けて日立グループな

らではの技術力 とネッ トワークカを活かしたサービスをご提案

しながら、綿密なコミュニケーションを重ね、最適なソ リユーシ

ョンを実現 しています。
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金融系のシステム開発に撓わつた後、システム l喬 築を支援する基盤系ソリユーシヨン

のバージヨンアップおよびテクニカルサポードで経験を積み、現在は保険系システム

向け開発支援ツールの開発を手がけています。開発支援ツールの開発では、新しい

プログラム言語やオープンソースソフトウエア技術を積極的に活用しており、最新

技術を駆使して開発していく仕事にやりがいを感じています。お
~各

様から直接評価

していただける環境も当社ならではの魅力です。◆後は経験や知識をもち帰り、

沖縄での開発を活性化する存在として力を発揮したいです。
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冬になるとスキー場へ。

昼はスノーボードを楽し

み、夜は温泉や食事で

ゆつくり過ごします。最

近は、ゴルフも始めまし

た。職場やブ回ジエクト

で出会つた伸間と行く

ことが多いです。

沖縄では、毎年フルマラ

ソンとハーフマラソン

に参加していた私。先日

は、上京して初めてハー

フマラソンに出場しま

した。体日は買い物や散

歩など時間があれば外

出していますδ
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私は日立製ミドルウェア製品の障害対応を担当しています。お問い合わせいただく

のは、日立のSEの 方が中心。システムの異常時に、なぜ障害が起きているかを調

査、対策まで調べて案内するのが主な役害」です。日立製ミドルウェア製品の数は約

2,000件 もあり、入社 2年 目の私にはわからない部分も多くあります。先輩や上司

のフォローを受け、学びながら毎日を過ごすなかで、自分なりに考えた回答でお客

様先の問題を解決できると嬉しい気持ちになります。チームはとても和やかな雰囲

気。温かい先輩方に支えてもらいながら成長できていると感じています。



研修制度

李支鶴田矢園識田人間力を磨く教育システム tこ より

沖縄を V― が亨る李支縛着を育成 bて しヽます。

OKINAWA HITACHI
NETWORK SYSTEMS,LTD.

「人材は最大の財産である」という信念のもと、入社前

の内定者研修を皮切 りに、日立 SISグ ループ合同の新

人導入技術教育、階層別教育など日立ならではの教育

システムを導入。高度な技術や知識の習得だけでなく、

多角的な人材育成を行つているのが特徴のひとつです。

また、マネジメン トに必要なスキルとして欠かせない

コミュニケーション能力の習得に注力 し、実際の現場

で渚かせる能力 として、「コーチング」「ロジカル シン

キング」などヒューマンスキル教育を実施しています。

研修制度

入社前
集合教育 (卒業までに3回実施)情報処理技術者試験に向けた試験対策通信教育など(教育費用は金額会社負担)

内1定着研修

入社後

■新人導入教育(沖縄)

本社においてオリエンテーションを実施
します(2日 間)。

■新人導入技術教育(横浜)

日立SSグループ合同による技術教育。シス

テムエンジニア ソフトウェア開発技術者と

カリキユラム

●春期情報処理技術者試験対策講座

●プログラミング講座 (Java C)

0先端技術講座 (Oracに、XMLな ど)

●ビジネススキル講座

(ビジネスマナー プレゼンテーションなど)

韓

して基礎的な知

識 スキルを身に

つける導入技術

教育を約 4カ 月

間にわたつて実

施します。

新入社員研修

■ 2年目

研修論文発表会

(論文執筆及びプレゼンテーション)

■7年目

日立SISグループ合同によるステップアップ研

修。社外講師を招いてモチベーション維持につ

ながるヒューマンスキル教育を実施します。

■ポイン ト研修

半年に1回実施。主任相当職以上を対象に、

部下育成などニーズの高い研修を実施します。

■主任研修、課長研修、部長研修など、

各自の経験やスキル、役職に応じた

研修を実施しています。

■ 1年目

新入社員研修

階層月ll教育

■日立グループ技術教育

新人教育に留まらず、通年の技術教育にもカ

を入れています。自分に必要な技術教育につ

いて年度計画を立て、それに沿つて日立グル
ープの教育ツール(日 立インフォメーション

アカデミー)を活用して受講できます。また、
eラーニングの環境も整つています。

■ ITア ドバ ンスド講座

ITアドバンスドプロフェッショナル事業主催の

高度なオープン講座が受講できま筑 プロジェ

クトマネージヤーやブリツジSEな ど、個 の々

キヤリアに合つたコース分野が選択できま現

一般1技1術教育 (通1年
)

資格取得サポートとして報奨金を支給。また、
ベンダー系の認定資格合格者には受験料も

補助しています。

資格取得
‐
支援

新入社員ある 目の 1目 in横浜

Ａ

Ｍ

魯:3患

趨藤 報 食

R IttB

運動
電車での通勤時

間を有効に利用

し、車中で資格

試験の勉強など

をします

魯:Ч 懲

農イ,土

1日 の業務スケ

ジユール及び

メールを確認し

ます

指導にあたる先輩社員

の指示を受けながら、

設計やプ囲グラミング

作業等を行います 誠

B:三 3～
③JT

I群 8患 ～

轡禽
横浜事業所がある
「みなとみらいJ与こすよ、

おしヽしいレストランや

弁当屋がいつばいある

んですよ

1ご :璃 Ь～

0」T
社内の打ち合

蓼鈴」拿要
に

|

t●1‐ rl n
::‐ 中 口

日報
1日 の作業を振

り返りながら業

務日報を作成し

ます

Iq:!―B
退社

週末は、プロ野

球観戦へ行くこ

ともあります

:ヨ :191自

帰宅
寮の近くにある居酒屋

に同僚と出力ヽす、夕食を

とりながら飲み会、とな

ることも。仕事の4目談を

することもありますね

g.I:BIB

風 呂
―

お風畠に入り、

1国 の疲れを

とります

Pヨ :88

就寝
明日に鶴えて

おやすみなさい
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沖縄に根ざす企業として、地域文化を大切にしています。そのひとつが5月

のゴールデンウイークに行われる那覇ハー リーで、2000年 から毎年参加

しています。

30名 を超える漕ぎ手が、全長約 15メ ー トルの爬竜舟を鐘打ちの合図で一

糸乱れず漕ぎながらゴーリレをめざすレースでは、日頃のチームワークを発揮し、

2008年、2013年、2017年には一般競漕Aク ラスでの予選勝利を飾るなど、

積極的に取り組んでいます。

沖縄の文化盈大切 ,こ する、

と也域イベン トとこも積極的とこ参力固しています。

那覇ハー リーに毎年参加

地域密着

社会貢献
創立 15周年記念として、

車イス (30台 )を 寄贈。

■ξ :i

創立以来、「沖縄県の情報産業に寄与 したい」との想いで、沖縄県の企業として地域に

根ざし事業を展開してまいりましたが、おかげさまで2014年 10月 1日 をもつて創

立 15周年を迎えることができました。

15周 年を記念 し、これまでの沖縄県の支援に対する御礼として、瀬縄県(4合 )、 県社協

(26台 )合わせて30台 の車イスを寄贈しました。 ◆後もできることから地功貢献活動

を実現していきます。

沖縄県への寄贈の様子

ビジネス

大賞

平成彊丁筆錢

干沖縄蘊拶幕ス汰甍 (簿露ll驚
)」 甕愛鷺。

沖縄日立ネットワークシステムズは、日立グループのスケールメリットを渚かし

た本土と沖縄のコラボレーションによる沖縄分散開発 (ソ フト開発)の 実現や、沖

縄県の人材育成施策を積極沼用したビジネス展開、継続的な新卒採用における雇

用の創出 (設立時30名 ⇒受賞時点で 150名超)な どが高く評価され、平成 17年度

「沖縄ビジネス大賞 (特別賞 )」 を沖縄県より受賞しました。今後も新卒採用を推

進し、若い技術者の育成に力を注いでいきます。

※平成 17年 度沖縄 ビジネス大賞報告書より引用

表彰式の模様
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ビーチパーティーの開催や

同好会も充実 してしヽます。

社員同士の伸の良さも沖縄日立ネッ トワークシステムズの魅力。親陸を図る社内

イベン トとして、年末パーテイーやビーチパーテイーなどを毎年開催 しています。

ビーチパーテイーでは、自治体の許可を得て、使用するビーチのクリーン活動も同

時に実施 しています。

また、同好会活動は、フッ トサル・野球・バ ドミン トンなど、沖縄地区と関東地区の

両方で思発に行われています。このように仕事とは異なる一面を覗かせる貴重な

時間を過ごしながら、社員同士のコミユニケーションを図つています。

社内

イベン ト

ビーチバーテ ィー &ク リーン作戦

Lる み
,ε

育児、介護との両立支援を

サポートしていま現

社員が仕事と育児 (介護)を両立しながら能力を発揮し、いきいきと働くことができる環境づくりを推進

しています !

設立以降育児休職者の復職率 100%を継続、男性の育児取得者実績も年々増えています。

2016年 には沖縄労働局より、「子育てサポー ト企業」として次世代認定マーク (愛称 :く るみん)を取

得、2017年 には仕事と生活の調和を実現する多様な働き方の整備への取り組みも評価され、

「沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業」に認証されました。

今後も社員が僅lきやすい職場環境の創出に取り組んでいきます。

☆

ワーク・ライフ・パランス

認証企業

両立支援

コンプライアンス
晴報遊キ里膠謗Υ機竃や、

環境マネジメント斑撞極鱒筵取拶縄みでも穐ます③

企業の社会的責任 (CSR)を 果たすことが企業渚動そのものであると自覚し、法令等の準拠に

努めていま現 特に、お客様の大切な情報を取り扱う情報サービス事業に携わつていることから、

個人情報保護の重要性を強く認識 し、プライバンーマークの取得をはじめ、入退室における

セキユリテイ強化、個人や企業の情報の保護に取り組んでいます。本社においては日立 SISグ

ループのサテライトとしてIS014001の 認証を継続 し、日立の環境方針「環境ビジヨンJの

実現に向けて事業活動を推進しています。

日立の樹
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関東地区忘年会では、

毎年1厘例で新人余興をやつてます l

年間を通じて温暖な気候のうちな―(瀬縄)

独自の文化は企業にも根付いていま魂 量気漂ぎ【姦?ヒ手埜漂塀t雹違懸漁I

S

忘年会では、豪華な会場と美コオ、しい食事。
幸せなひと時です I

ビーチパーティーとぁわせて
ビーチクリーン活動も実施。

Ｓ

一
仕事もプライベートも充実させる !

それが私たちのスタイル。

地域に密着したイベントや、従業員同士の

絆が深まる社内行事など

『沖縄日立ネットワークシステムズライフ』を

紹介します。

尊

毒

γ

‘
・

グループ会社対抗ボウリ

めざせ200点、楽しくゲ

ング大会 !

―ムしてま硯 !

ビーチパーテイ~でのビールは、

ゃっばり最高です !

，
挙
集

グループ会社との懇親パーティー !

外部との親睦を深める場となりま丸

豊かな自然環境の中で、

OFFにはゴルフを楽しむ社員も。

関東地区でのBBQ。
若子社員も多く、賑わってぃます !

―言―_‐ ‐____ネ ‐― ●_■ _  _ ..  _ __=  ____二

Thatls
沖縄日立

ネットワークシステムズ

|  キ

かilF,
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沖縄の開放的な雰囲気の中、

最先端ビジネスの推進を可能にする環境を整えています。
瀬縄 日立ネッ トワークシステムズは、那覇市の本社を中心に、瀬縄分散開発を行う嘉手納開発センタと沖縄に2拠点を構え、それぞれに

特化 した業務を行つています。県外業務の受け皿となつている横浜事業所とは専用回線で結ばれ、豊かな自然環境に恵まれる沖縄にい

ながらにして、日立グループで培つた最先端技術に触れる業務を推進 しています。

沖 縄 と本 土 を

つ な ぐネ ッ トワ ー ク で 、

相 互 価 値 の 最 大 化 を 。

YOKOHAMA

“

口 B tt B・・・・

′

ェ▼
●
●
日
ロ
ロ

い
●

横浜事業所
〒220-0011神 奈川県横浜市西区高島1丁 目1番2号

横浜三井ビルディング10F9

KADENA

ぃBHIBい

沖縄 日立 ネツ トワークシステムズ (,中 需昌)と 日立

グループ (本土)を つなぐのは、100Mbpsの専用回線

「日立グ回―バルネツ トワークJ。 高い信頼性と高度

なセキュリテイで、スムーズなシステム開発を実現

しています。

回
NAHA

嘉手納開発センタ
〒904-0204沖縄県中頭郡嘉手納町字水金412番地
嘉手納町マルチメディアセンター2F

本 社
T900-0006
沖縄県那覇市おもろまち1丁目3番31号

那覇新都心メディアビル西棟5F

NETWORK

,レ ド

嘉手納墓地

嘉手納開発センタ

束
ン
ナ
海

♀晴ちり″



HIttACHI
l■ s,lTe the lNex毛

沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社

〒900-0006沖 縄 県那 覇 市 お もろ ま ち 1丁 目3番 31号
那 覇 新部 心 メデ ィア ビル西棟 5F

[TEL]098‐ 868‐ 8420 [FAX]098‐ 866‐ 1135
[URL]http:〃 www.ohns.co.,p[E‐ mail]info@mi.。 hns.co.,p



マイナビ2021(右下QRコードより)から、WEBセミナー(会社説明)をご視聴いただけます(公開期限6/30)。

　

まずは、マイナビ2021 から検索してください。

当社の情報が閲覧できます。

このＱＲコードよりマイナビ掲載の沖縄日立ネットワークシステムズ(株) にアクセス可能です。⇒⇒

会社概要

エントリー方法

沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社

設 立 1999年10月1日

資 本金 1億円

売上高 31億円（2019年度実績）

代表者 代表取締役 柳沼 健志

株 主 株式会社日立社会情報サービス 【70％】

株式会社日立ソリューションズ 【30％】

事業所 ＜本社＞

〒900-0036 沖縄県那覇市おもろまち一丁目3番31号

那覇新都心メディアビル

＜嘉手納開発センタ＞

〒904-0204 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜412番地

嘉手納町マルチメディアセンタ2F

＜横浜事務所＞

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-1-2

横浜三井ビルディング10F

採用関連のイベント・WEB説明

WEB

就業人数 202名 ( 2020年4月 )

お問い合わせは
採用担当（比嘉、金城）

E-mail: saiyou@ohns.co.jp

〒900-0036 沖縄県那覇市おもろまち1-3-31

那覇新都心メディアビル

TEL 098-868-8420 URL http://www.ohns.co.jp

こんな会社です（ポイント抜粋）

１．読んで字の如く、日立グループの会社です。

２．本社は沖縄です（那覇、嘉手納、関東の３拠点）

３．IT業界（ソフトウェア開発+サポートビジネス）

４．分散開発やってます（顧客は本土、開発は沖縄）

５．平均年齢36歳

６．新人教育が充実（東京の東陽町にて入社後４ヶ月）

７．新人教育終了後、沖縄か関東（東京/神奈川）に配属

昨年は、5名が沖縄、3名が関東に配属されました。

【Point１】

効率的な働き方を推進する施策としてフルフレックス、テレワーク制度を導入⇒育児や介護をしながら働く人等にも便利

な制度となり、多様性のある職場環境を推進！

【Point２】

年休取得推進施策として、年休推奨日を設定しております。年休取得日数は一般的な平均(12～13日/年)よりも高

いです。休日も多く(2019年度129日)メリハリのある働き方をしやすい環境です。

募集要項

初任給 前年度実績（諸手当除く）

修士了：191,000円 大学：180,000円

専門(3年)163,000円 短専卒：160,000円

諸手当 県外勤務手当（30,000円）

通勤手当全額支給

家族手当、住宅手当

地域手当 ほか

休日・休暇 年間休日129日

完全週休2日制、

祝日、年末年始、特別休日、

リフレッシュ休暇ほか

福利厚生
各種社会保険完備

独身寮（沖縄県外勤務者､年齢制限有り）

退職金制度（日立グループ確定拠出年金）

財形貯蓄制度、育児・介護休職制度

昇 給 成果、実力に応じ処遇

賞 与 年2回（6月・12月）

募集人数

【総合職】システムエンジニア（15名）職 種

15名

勤務地 沖縄県外(主に神奈川・東京), 沖縄県内

（但し入社後、神奈川･東京にて実務研修）

選考方法 面接、WEB適性検査

提出書類 ※1次選考会にて提出

履歴書(写真貼付)

※2次選考会にて提出

成績証明書､卒業見込証明書

【不採用の場合、当方で責任をもって

破棄させて頂きます】

年休 24日

１．この業界に興味がある人、プロセスがあると尚よいです。

２．プログラミングができると尚可（java,Ｃ言語などなんでもよい）

３．学業＋何か（バイト、趣味なんでも）幅があると良いです

４．働く意欲、ヤル気のある方

こんな人財を求めています


