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中途採用情報 

現在、以下の職種について中途採用の募集を行っております。 

 

●募集職種 
No 職   種 勤務地 採用数 

1 
組込み系制御・計測機器のソフトウェア、ハード 

ウェア設計開発業務 
福 岡 2～3名 

2 配電用品全般の試験業務及び電力量計工事業務 
※

 
鹿児島 

佐 賀 
各1名 

3 
商業施設・発電所における電気設備工事及び 

電気施工管理業務 
福 岡 1名 

4 
開閉装置、制御装置の新設／増設／更新／試験／ 

メンテナンス業務 
福 岡 1名 

５ 経理業務 
※

 福 岡 1名 

※２ 及び ５については、マイナビ転職へ掲載はしていませんが、募集しています。 

 

●募集要項（職種別） 
１．組込み系制御・計測機器のソフトウェア、ハードウェア設計開発業務 

仕事の内容 ■主な業務 

・組込み系制御・計測機器のソフトウェア、ハードウェア設計開発業務 

【具体的に】 

・要求定義：電力・社会インフラに使用される制御・計測機器の機能を 

使用条件やお客さま要望を聞きながら検討 

・設計・試作・試験：要求定義で決定されたシステム・機器仕様に準じ、 

設計、試作、試験など製品開発 

・運用・保守：製品の運用支援、保守 

必要な能力・ 

経験 

経験 ・組込み系のソフトウェア（C、C++、C＃いずれか） 

または、ハードウェアの開発経験者 

・工業高校電気科卒業程度の電気理論の知識 

・PCスキル 

 

【歓迎】 

▼OSスキル：μITRON、Linuxなどの組込み系リアルタイムOS 

▼言語スキル：アセンブラ 

▼その他 

・マイコンを使用したハードウェア開発経験 

・電気、電子工学の知識 

・iOS、android、PCのソフトウェア開発経験（Javaなど） 

・AIを使用したデータ解析、判定の経験 

学歴 ・大学院、大学、高専、短大、専修、高校 

勤務地 本店（福岡市） 

転 勤 当面無 
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２．配電用品全般の試験業務及び電力量計工事業務 

仕事の内容 ■主な業務 

・電力量計及びＶＣＴの新設や検定期間満了に伴う取替工事に関する業務 

・配電工事用工具の定期保守試験、高圧ケーブル耐圧試験等に関する業務 

【具体的に】 

・電力会社が高圧・大口需要家に設置している取引用電力量計やＶＣＴ 

 の新設や検定期間満了に伴う取替工事など 

・電力会社の電力ケーブルの耐圧試験 

・電力会社の事業所に赴き、間接活線工具の耐圧試験、高低圧発電機車 

 の点検、工事用ケーブルの耐圧試験等を実施 

必要な能力・ 

経験 

必須 ・普通自動車免許 

・電気工事士資格保有者 

・工業高校電気科卒業程度の電気理論の知識 

・ワード、エクセルの使用 

資格 ・第二種電気工事士（必須） 

・第一種電気工事士（尚可） 

学歴 ・大学院、大学、高専、短大、専修、高校 

勤務地 初任配属地：鹿児島又は佐賀 

転 勤 有（九州８拠点のいずれかに配属） 

 

３．商業施設・発電所における電気設備工事及び電気施工管理業務 

仕事の内容 ■主な業務 

・商業施設・発電所における電気設備工事及び電気施工管理業務 

【具体的に】 

・取引用電力量計(子メーター・高圧計器・変成器)の施工に関する調査・ 

設計施工管理・竣工処理までの業務を一貫しておこなっていただきます。 

 

◆子メーターに関する施工業務 

・電気料金の取引に使用する電気子メーターは計量法により、 

検定合格品を有効期限内で使用することが義務付けられており、 

検定有効期限に応じて取替・新設取付けを行っています。 

※子メーターとは、貸しビル・商業ビルなどで、その所有者が一括 

して電力会社に支払った電気料金を各室の電気使用量に応じて配分 

するための電気計器。 

 

◆ 高圧計器・変成器に関する施工業務 

・電力会社管轄外の発電所(太陽光・水力・火力)及び可燃物焼却 

プラント等が所有している電力売電用VCT・計器を検定有効期限 

に応じて取替を行っています。 

・お客様からの要望に応じて、計器の検針を遠方から行うことが可能な 

付属装置の取付けも計器取替工事施工と同時に行っています。 

必要な能力・ 必須 ・普通自動車免許 
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経験 ・電気工事士資格保有者 

・工業高校電気科卒業程度の電気理論の知識 

・ワード、エクセルの使用 

資格 ・第二種電気工事士（必須） 

・第一種電気工事士（尚可） 

学歴 ・大学院、大学、高専、短大、専修、高校 

勤務地 本店（福岡市） 

※ 施工前調査・取替工事施工に関しては、貸しビル・商業ビルの各店舗の 

営業時間外に行いますので、休日・深夜時間帯の勤務があります。  

※ 九州地域内での出張もあります。 

転 勤 有（九州８拠点のいずれかに配属） 

 

 

４．開閉装置、制御装置の新設／増設／更新／試験／メンテナンス業務 

仕事の内容 ■主な業務 

・電力関連会社が所有する発電所の開閉装置、制御装置、保護装置等の 

新増設工事及び定期点検等に関する業務 

【具体的に】 

・開閉装置、制御装置、保護装置、データロガー装置の点検、新増設に 

係る設計・製作・施工に携わって頂きます。 

 

◆開閉装置 

 ・受電盤、分電盤から電磁開閉器盤、6ｋV～22ｋV遮断盤などの 

開閉装置の設計・製作及び施工、その後の点検まで実施しています。 

◆制御装置・保護装置、データロガー装置 

 ・ディーゼル機関の起動から停止まで制御する発電制御装置や、出力、 

電圧、周波数を自動で調整する自動負荷制御装置、機関の状態 

（温度や圧力など）を監視し、日報・月報などを自動で帳票処理する 

データロガー装置、事故時送配電系統から分離させる保護装置などの 

設計・製作及び施工、その後の点検まで実施しています。 

必要な能力・ 

経験 

必須 ・普通自動車免許 

・電気工事士資格保有者 

・工業高校電気科卒業程度の電気理論の知識 

・ワード、エクセルの使用 

資格 ・第二種電気工事士（必須） 

・第一種電気工事士（尚可） 

学歴 ・大学院、大学、高専、短大、専修、高校 

勤務地 本店（福岡市） 

※工事によっては、数か月程度九州管内の離島への出張が発生する場合 

があります。 

転 勤 当面無 
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５．経理業務 

仕事の内容 ・経理業務全般 

原価計算（工業簿記）、税務関係業務、決算実務、会計伝票審査、 

資金、予算管理、新会計基準対応 

必要な能力・ 

経験 

経験 ・原価計算（工業簿記）、税効果会計の実務経験 

・決算、財務分析実務経験 

・会社法、会社計算規則等の法令面に関する知識を有し、 

計算書類を作成した実務経験 

学歴 ・大学院、大学、高専、短大、専修、高校 

勤務地 本店（福岡市） 

転 勤 当面無 

 

 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

●労働条件 

雇用体系 正社員（契約期間の定め無・試用期間無） 

給与 想定年収： 330 万円 ～ 500 万円 

月  給：  20 万円 ～  30 万円 

諸手当 通勤手当、世帯手当（家族を扶養する場合）、時間外手当 等 

昇給 年１回 

賞与 年2 回（6 月、12 月）※会社業績による 

勤務時間 8時50分 ～ 17時30分（所定労働時間 7時間50分） 

うち休憩時間 12時10分～13時00分（50分） 

時間外労働：有 

時差出勤制度：有 

休日・休暇 

 

【休日】 

完全週休２日制（土日）、国民の祝日、夏季（3日）、年末年始

（12/29～1/３）、リフレッシュ休日（個人ごとに年間３日） 

【休暇】 

年次有給休暇16 日（勤続5年以上20 日）、時間単位休暇、 

特別有給休暇（慶弔関係、配偶者出産等） 

社会保険 健康保険：有、厚生年金：有、雇用保険：有、労災保険：有、 

退職金 有 

福利厚生・ 

社内制度 

社宅（転勤者に貸与）・寮（30歳まで）、保養所、企業年金、 

選択型福利厚生制度（カフェテリアプラン）、育児休業（3歳迄）、 

育児短縮勤務（小学校3年生の年度末迄） 
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●応募方法 

下記の送付先に履歴書（写真付）・職務経歴書を送付してください。 

※履歴書にメールアドレスと希望職種を記入してください。 

 

（職種） 

１．組込み系制御・計測機器のソフトウェア、ハードウェア設計開発業務 

２．配電用品全般の試験業務及び電力量計工事業務 

３．商業施設・発電所における電気設備工事及び電気施工管理業務 

４．開閉装置、制御装置の新設／増設／更新／試験／メンテナンス業務 

５．経理業務 

 

 

【送付先】 

〒815-0031 

福岡市南区清水4-19-18 

九電テクノシステムズ株式会社 

総務部人事労務グループ 中途採用担当者宛 

 

【応募締切】 

（１回目）2021年７月３１日（土） 

（２回目）2021年８月３１日（金） 

※応募状況によっては、予定よりも早く応募を締切らせていただく場合があります。 

ご了承ください。 

 

【問い合わせ先】 

電 話：092-551-1781 

メール：saiyou @ q-tecno.co.jp 

（メールをお送りいただく際は@マーク両側のスペースを削除してください） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

●選考方法 

(1)履歴書による書類選考 

  ↓ 

(2)一次面接＜部門長、採用担当＞ 

  ↓ 

(3) 適性検査（一次面接を合格した場合） 

  ↓ 

(４)最終面接＜役員＞ 

  ↓ 

(５)内定 

以 上 


