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エフ・トレードの沿革

商号 ：株式会社エフ・トレード
本社 ：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-13-6 新横浜葉山第3ビル

2階：テストセンター 5階：研修センター 6階：人材支援室
７階：受付 8階：経営本部

代表番号 ：045-534-9811
ＦＡＸ ：045-534-9812 
従業員数 ：81名(2022年度4月)

資本金 ：3,000万円
代表取締役：中村 正義
設立 ：1999年10月

①会社概要
新横浜駅より
徒歩10分



エフ・トレードの経営理念

社員一人一人が持つ個性を尊重していくことで、
価値を最大限に引き出して活かす経営をしています。

◎大家族経営

従業員を家族と考え、家族のような信頼関係を構築します



エフ・トレードの認定マーク
・2015年2月：かながわ子育て応援団

・2018年6月：ユースエール認定企業

・2020年1月：よこはまグッドバランス賞

産休や育休や看護休暇の取得を推進する企業に付与されるマーク
神奈川県から認定を頂いております。

離職率、残業時間数、有休取得日数などに気を付け
青少年の雇用促進に積極的な企業を国が認定するもの

ワークライフバランスを推進する企業に付与される
横浜市から認定を頂いております。



エフ・トレードの認定マーク

・ 2018年6月：横浜健康経営認証

健康経営を推進する企業に付与
横浜市から認定を頂いております。

・ 2021年11月：ヨコハマSDGs認証

SDGsの取り組みを積極的に行っている企業に付与
エフ・トレードではマイ箸・マイコップ持参など実施
横浜市から認定を頂いております。



■IT・通信

■製造

■金融・生保

■公官庁

■サービス業

■流通

■医療・製薬

エフ・トレードの事業概要

●主要取引先
ＩＴ企業、地方自治体、大学、通信サービス会社、通信機器メーカー、
医療機器メーカー、ＡＶ機器メーカー、複合機メーカー、生命保険会社、
損害保険会社、銀行

◎事業概要



①「ランチ補助」実施！ ②「社宅制度」有り！

③「資格奨励金制度」有り！ ④「奨学金返済支援」開始！

エフ・トレードならではの充実した福利厚生①

社員一人ひとりが健康で明るく働ける職場環境の実現を目指し、多様な働き方を支援しています。

【自社保有物件】
・家具家電（レンジ,掃除機,洗濯機,エアコン）
・ポケットWi-Fi
・光熱費一定額
・賃料は４万円（固定）

【本社社員】
・冷凍食品の無料提供

【開発部】
・コンビニやファミレスで使える
プリペイドカードの支給

・IT資格の受験料の支給
一部資格では合格祝い金の支給

・学生時代、奨学金を借りていた社員に対し
エフ・トレードが返済の支援をする



⑤「スッキリ休暇」導入！

女性特有の体調不良時に使用できる休暇制度

エフ・トレードならではの充実した福利厚生②

①年間休日１２１日／完全週休２日制
2022年度日数

②１年目の有休日数１５日
入社日に5日付与、半年後10日付与

③「ハマふれんど」加入！
宿泊施設やレジャー施設の割引が使える福利厚生

④「産休制度／育休制度／介護休暇制度」有り！
女性・男性関係なく取得が可能です



エフ・トレードの新人研修

未経験者でも安心の
「研修制度」を

用意しております！

新入社員研修１か月の流れ(例)



エフ・トレードの年次研修

新入社員研修後の
研修も充実しています



開発部の仕事内容

●開発実績
こんなお仕事をしています✿

システム開発事業
コンテンツ開発事業

基盤環境構築

運用保守業務（インフラ保守）評価検証業務

顧客のニーズに合わせたシステム開発を行う
基本設計、詳細設計、プログラミングを行う

サーバーやネットワーク基盤環境の
導入・設置、運用保守を行う

システムが正常稼働するために
24時間365日監視する
シフト制で夜勤が発生するため
エフ・トレードでは男性のみ稼働

システムや製品の安全性・信頼性を確認
するためテストを行う
未経験者はこの業務につくことが多い

未経験者でも安心して業務ができます！



開発部のキャリアプラン

キャリアアップのため
資格奨励金制度を活用し、
資格取得に励んでいる社員

がたくさんいます！

テスター
評価検証業務または
運用保守業務に従事

プログラマー
システム・コンテンツ開発案件

に従事

システムエンジニア(SE)
システムの設計などの

上流工程を担当

・コミュニケーション力
・業務スキル
・プログラミング言語
・チームワーク力
・リーダーシップ

身につくスキル



開発部社員のQ＆A

Q.お仕事内容を教えてください。

A.現在は教育機関向けのソフトウェアのテストを行う仕事をしています。
作成されたソフトウェアを実際に使用するユーザーの立場になって
操作して、不具合があるかどうか、
使い勝手が悪い箇所がないかをチェックする内容です。

Q.職場はどのような環境ですか？

A.オフィスビルの一室で比較的静かな職場です。
オフィス街なので食事をするところがたくさんあり、

お昼ご飯に食べるものにも困りません。

クライアント先就業 男性／2019年中途入社



開発部社員のQ＆A

Q.お仕事内容を教えてください。

A.スマートカメラシステムの評価検証を行っており、
テスト設計、テスト実施を担当しています。
最近ではPythonを勉強して簡単なテストデータ作成ツールをつくり
作業の効率化にも取り組んでいます。

Q.テレワークをして感じることはありますか？

A.乗り物酔いをするので、通勤がないことは非常に楽です。
チーム内のコミュニケーションについては
少しハードルが上がったと感じる時もあります。

テレワーク勤務 女性／2020年中途入社



営業部の仕事内容

先 輩 社 員 の 1 日●仕事内容

時刻 事業内容

8:45 出社

9:00 朝礼（ミーティング）

9:10～12:00

案件情報の確認/提案

12:00～13:00 昼食

13:00～17:00

打ち合わせ

17:30～18:00 退社

・お客様先に開発部技術者の提案

・技術者の就業管理

・技術者のヒアリング

・研修担当 etc..

営業とはいえ…
ほとんどが電話やメール営業なので

外回りはありません
開発部のフォローがメインの仕事で

業務に慣れてきたら
テレワークも可能です



営業部のキャリアプラン

・リレーションシップ
（顧客との関係維持）

・計画実行力
・問題解決能力
・情報収集能力
・論理的思考
・提案力
・コミュニケーション力
・ビジネスマナー

身につくスキル
開発部技術者の提案、情報
収集ができるようになる

技術者の就業中フォローな
ど、お客様との仲介を円滑

にできるようになる

新規のお客様を開拓できる
ようになる

技術者のヒアリングが問題
なく行える



管理部の仕事内容

先 輩 社 員 の 1 日●仕事内容

全社員を支える為
管理部全員が

幅広い業務をしています！
業務に慣れてきたら
テレワークも可能です

時刻 事業内容

8:45 出社

12:00～13:00 昼食

13:00～17:30
面接

助成金調査

17:30～18:00 退社

9:00～12:00
勤怠管理

請求書作成

・勤怠管理・請求書作成

・採用面接
・HP編集・ポスター作成

・助成金の申請
・福利厚生手続き etc..



管理部のキャリアプラン

・臨機応変な対応
・コミュニケーションスキル
・スケジュール管理能力
・PCスキル
・情報収集能力
・マルチタスク処理能力
・ビジネスマナー

身につくスキル基本的な仕事をこなし
全体的な業務を理解できる

後輩に仕事を教える
ことができる

自ら進んで行動できる

総務業務or採用業務の
エキスパートになる！



エフ・トレードの求める仲間

チームで業務を行うため、能動的で積極性がある方に向いています

IT業界未経験者大歓迎‼

大企業のような既に出来上がった組織より、私たちと一緒に
理想とする組織と仕事を自らの手で創り上げる気概のある方の
ご応募お待ちしております

◇行動できる人 ＜計画して行動ができる人＞

◇協調性がある人＜協力して仕事ができる人＞



エフ・トレードの採用の流れ

HPよりエントリー

動画選考₊適性検査

WEB面接

結果通知

こちらで用意した
質問に対して

回答している動画を添付
いただいております。

応募は会社HP
エントリーフォーム
よりご応募ください



ご清聴ありがとうございました✿

ご応募お待ちしております😊


