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未経験者採用｜自分の才能を開花させる場所です
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ITエンジニア

機電・化学
エンジニア

ITインフラ・
クラウドテクノロジー

WEBエンジニア
リング

デジタル
マーケティング

クリエイティブ ゲーム ITサポート

設計 生産技術 営業

ネットワーク運用・保守／
ネットワーク設計・構築／
サーバ運用・保守／
システムコンサルタント

アプリエンジニア／システム
エンジニア／フロントエンド
エンジニア／プロジェクト
マネージャー

WEBディレクター／ソーシャ
ルメディアマーケター／デジ
タルマーケター

ヘルプデスク／テクニカル
サポート／社内システム運用

WEBデザイナー／UI・UX
デザイナー

機械・機構設計／CADオペ
レーター／回路設計／
制御設計

生産管理／製造管理／
評価・検査・実験／品質
保証／設備保全／開発

サービスエンジニア／
フィールドエンジニア／
営業

ゲームプログラマ／CGデ
ザイナー／ゲームデザイナー
ディレクター

化学 建築土木・プラント

環境調査・分析／製品開発
／研究

施工管理／工事管理者
環境保全・管理／測量
／メンテナンス
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能力開発とキャリア開発について

入社 ３年目 １０年目以降

技能を極める
シニアエンジニア

新規事業へ

管理職
グループオーダー

実務による経験を
積んでいく期間

業務にも慣れ、出来ることも増える。
少しずつ一人前のエンジニアへ

エンジニアとして一人前になり、
自分の専門性を高めていくフェーズへ

キャリア面談
「やりたいこと」にどう近付いていくか

整理し、目標を立て、戦略を考える。

実務

キ
ャ
リ
ア
開
発

能
力
開
発

入社時教育 年次研修 リーダー研修 マネジメント研修 Skill Convert研修

勉強会

外部研修

資格取得支援制度
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TOTECカルチャー｜学び合う・刺激のある研修環境

日本で活躍するエンジニアたち。各エリア、各担当業務によって、得られる技術も知見も
多種多様です。私たちはそうした知見と技術、外部研修を結集して、互いに伝播し、学び
合う機会を整えています。

主な研修機会例

■テクニカルスキル教育
先輩エンジニアやキャリアカウンセラーが講師となり、勉強会を開催。
＜勉強会＞機械製図基礎、ソフトウェアの基本構造、電子回路基礎、プラント製図

■外部研修・リーダー研修・在職者向け職業訓練
外部研修機関での受講です。社内研修だけでは得られなかった
新たな技術に触れ、エンジニアとしてのステップアップに繋がります。

■ヒューマンスキル教育
テクニカルスキルを向上させるためには、ヒューマンスキルの向上が必須。
コミュニケーション能力、ビジネスマナー、ITリテラシーなどの
教育にも注力しています。
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TOTECカルチャー｜イベント

■ コミュニケーションイベント
春は花見、夏は海辺でBBQ、秋はPマーク研修、冬は忘年会。
季節に合わせて、様々な趣向を凝らしたイベントが企画、
開催されています。

■ 同好会活動
世代を超えて、同じ趣味を持つ社員同士が集まり、活動を
しています。食べ歩き、女子会・男子会、ガンプラ、スノボ、ボーリング、ダーツ、
カラオケ、麻雀、ボードゲームなどなど。オフの時間も楽しむ機会があります。
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待遇情報

給与

諸手当

昇給

昇格

休日

社会保険

福利厚生

資格手当
奨励金制度

正社員 月額21万円5000円以上 ※年齢・スキル・前職での給与を考慮

時間外手当（全額支給）、通勤手当、技術手当、地域/住宅手当（上記給与に含む）、ほか

給与改定年１回（4月）/定期昇給および継続稼動手当の支給

リーダー職制度（３段階） ※リーダー職手当あり

年間休日120日 ※初年度は入社6ヵ月後、有給休暇10日間を付与
※土・日・祝の他、夏季/年末年始/慶弔/育児などの各種休暇あり
※配属先カレンダーに準ずる場合あり

社会保険、厚生年金、雇用保険、介護保険

寮制度（敷金・更新料など100％会社負担、家賃の一部会社負担）
引越費用補助、会社都合転勤手当、退職金制度、奨学金返済資金貸付制度

資格取得により、5千円～18万円を支給
合格/不合格に関係なく受験料の半額を支給する。（上限 30,000円/年）
電気工事施工管理技士／電気工事士／CAD利用技術者／機械・プラント製図技能士
ボイラー技士／自動車整備士／ITパスポート／基本情報技術者／データベーススペシャリスト
CCNA／CCNP／Javaプログラマ／Oracle Master／LPIC／環境測定分析士／TOEIC

年収例 ： 30歳 経験 3年 年収 520万円／35歳 経験 6年（リーダー） 560万円
40歳 経験12年 年収 610万円／45歳 経験15年（シニア） 650万円
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選考フロー

本転職フェア後
書類提出

・履歴書
・職務経歴書
※成績証明書を

お願いする場合あり

面接：1～2回

東京・横浜・大阪・福岡にて実施可能
※筆記試験、適性試験あり

２週間程度を
目安としています。



Strictly confidential    ©2019 TOTEC Co.Ltd.



【デルタグループ企業一覧】

株式会社DELTA 
総合人材派遣・紹介・請負サービスおよびBPOサービス

株式会社センコン・デルタ
東北地域を中心とした総合人材派遣・紹介・請負サービス

株式会社DELTA中四国
中国・四国地域を中心とした総合人材派遣・紹介・請負サービス

株式会社デルタサービス
ホテル・外食業界に特化した人材派遣・紹介・請負サービス

株式会社デルタプロモーション
携帯電話・通信業界に特化した人材派遣・紹介・請負サービス

株式会社デルタプランニング
求人広告代理店事業及び採用コンサルティングサービス

DELTA Holdings株式会社
事業内容：
設立：平成26年10月20日
代表者：代表取締役社長 CEO 田上 敬史
従業員数：50名（※2018年3月31日現在）
資本金：2,000万円
売上高：2,248,280千円（※2018年3月期）
決算月：3月（決算期：3月31日）
グループ会社数：計7社（※2019年1月1日現在）
拠点数：計19拠点（※2018年9月11日現在）

デルタグループの経営管理、およびそれに付帯する業務

株式会社トーテック
事業内容：技術系人材トータルソリューション
設立：平成15年2月
代表者：代表取締役 野瀬田 隆

取締役社長 北島 直行
資本金：5,000万円
事業所：計6拠点
【本社・東京営業所・ITソリューション事業部】
東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館6Ｆ

【横浜分室】
神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1
横浜クリエーションスクエア403B

【関西営業所】
大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目4-5
関西トラスト御堂筋ビルディング 8Ｆ

【福岡営業所】
福岡県福岡市中央区大名1-13-20 松島ビル 3Ｆ

有料職業紹介事業：許可番号 13-ユ-010947
一般労働派遣事業：許可番号 派 13-011279

加盟団体：経営者協会
日本産業機械工業会
日本電機工業会
丸の内法人会
群馬県アナログ関連企業連絡協議会
東京商工会議所
神奈川県情報サービス産業協会

URL:https://www.totec-net.com

■人材ビジネスフィールド

■IT・メディアビジネスフィールド
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