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株式会社RELATION



RELATION どんな会社
人と情報と未来を技術で「つなぐ」、お手伝い。

システム開発

ネットワーク
設計・構築

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ
ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ

業務用システム、
自社パッケージソフト

地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄﾜｰｸ構築、
自治体FTTH RELNET 

⾼度な技術と信頼
⾼速回線の確保とご提供

様々な業種に対応してきた
ノウハウと技術⼒

CATV
自主番組制作、
光ファイバーの保守
地域に寄り添う情報発信局

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
通信販売

れるマート
地元企業の橋渡し



採用情報

１

２ ４

システムエンジニア、プログラマー
業務用システムの設計・開発を⾏います。

ネットワークエンジニア
インターネットサービスプロバイダの運
用保守を⾏います。お客様のネットワー
ク環境の設計・構築、保守を⾏います。

お客様のお宅での配線⼯事や保守などを
⾏います。

CATV ⼯事スタッフ

３
CATV テレビスタッフ
テレビ番組の企画・構成から取材、編集
などを⾏います。番組放送ではアナウン
サーも担当します。



選考 スケジュール ＜新卒採用＞

説明会 書類
選考面接筆記

試験

応募書類
・履歴書
・卒業⾒込証明書
（既卒者は、卒業証明書）
・成績証明書
・同意書（弊社様式）

内定
通知

⼀般常識、
適性検査

1週間

試験内容 面接方法
個別面接
担当者2,3名

※応募書類を持参

＜連絡先＞
〒708-0814 岡山県津山市東⼀宮46-10
株式会社ＲＥＬＡＴＩＯＮ 採用担当者
電話番号 0868-27-7744



選考 スケジュール ＜中途採用＞

説明会 書類
選考 面接筆記

試験

応募書類
・履歴書
・既卒3年以内の場合は、

卒業証明書
・同意書（弊社様式）

内定
通知

⼀般常識、
適性検査

1週間

試験内容 面接方法
個別面接
担当者2,3名

※応募書類を郵送
＜連絡先＞
〒708-0814 岡山県津山市東⼀宮46-10
株式会社ＲＥＬＡＴＩＯＮ 採用担当者
電話番号 0868-27-7744

1週間



仕事の 流れ
システム開発の打合わせ〜本番

打合せ 設計 テスト開発

お客様を把握
業務と運用内容

何を実現したいのか
何が必要なのか

計画 具現化
設計書を元にプログ
ラミングし、システ
ムの部品を組⽴て、
設計通りの動きを

実現する

最終確認
全ての機能が仕様書
の通り正しく動くか

確認する

本番

リリース

可能性を提案
何が実現できるのか

の⾒極め
改善案の提案

システムの具現化の
ための準備

業務、運用に沿う形



1日の スケジュール
システム開発に携わる社員

1日の仕事のスケジュール
9:00 出社（メールチェック、スケジュール確認）

10:00 通販サイト業務（商品の出荷案内等）

12:00 昼食

13:00 ソフトウェア開発

18:00 帰宅

⼊社年 2013年⼊社（8年目）

大学の専攻 社会福祉学部

経歴 2013年01月 本社システム１に配属。プロ
グラミングは未経験でしたが、先輩方から基
礎を学びながら様々なシステム開発業務に従
事し、技術を習得。

2017年10月 通販サイトの⽴ち上げに際し
て、運用担当に指名される。
メーカーとの契約や、商品の出荷案内等、通
販サイトの窓⼝を⾏う。

2020年01月 通販サイト業務と並⾏して他
のシステム開発業務にも携わっている。

現在⾏っている仕事

・販売商品について、メーカーとの契約や、営業活動を⾏う。
・販売管理システムを使⽤し、商品の出荷案内等を⾏う。
・販売商品のアップやデザイン等の決定を⾏う。
・販売促進活動を⾏う。

上記、通販サイト業務と並⾏して、システム開発の業務も⾏っている。



2018年11月 本社システム2に配属。

2019年03月 トレイルラン大会のWEBシス
テムの開発に携わる。

2019年06月 会員管理システムの開発・保
守に加わり、並⾏して同システムのコールセ
ンター業務を担当。

2019年08月 ⾏政向けのRPAツールの設定
作業を担当。

1日の スケジュール
システム開発に携わる社員

1日の仕事のスケジュール
9:00 出社（メールチェック、スケジュール確認）

コールセンター業務（9:00~17:00）

10:00 ソフトウェア開発

12:00 昼食

13:00 ソフトウェア開発

18:00 帰宅

⼊社年 2018年11月⼊社（2年目）

高校の専攻 電子機械科

経歴

現在⾏っているシステム開発の仕事

・上司がお客様からヒアリングしてきた要望を元にプログラミングを⾏い、
システムの機能追加や不具合の修正を⾏う。

・プログラミングした成果物が要件通りに動作するかテストする。

使⽤⾔語︓HTML・CSS・JavaScript, PHP, SQL



1日の スケジュール
システム開発に携わる社員

⼊社年 2019年8月⼊社（1年目）

高専の専攻 情報⼯学科

経歴

現在⾏っているシステム開発の仕事
・Eclipse（統合開発環境）を使⽤して指示された仕様のプログラムを作成する。
使⽤⾔語︓java, JavaScript, SQL
・データベースと連携したウェブ画⾯の作成や帳票作成などを⾏う。

＜作業の流れ＞
①プログラミング
②テスト
③上司などに向けてのソースレビュー（仕様通りのプログラム及び動作となっているかのチェック）
④ＮＧの場合、修正 （ＯＫまで、①〜③を繰り返す）
⑤ＯＫの場合、完成

2019年08月 本社システム1に配属。

2019年09月 研修で簡易的なシステムの開
発を⾏う

2019年10月 先輩社員の補佐としてシステ
ム開発に携わる。

2020年01月 通常業務と並⾏してコールセ
ンター業務を担当となる。

1日の仕事のスケジュール
9:00 出社（メールチェック、スケジュール確認）

コールセンター業務（9:00~17:00）

10:00 ソフトウェア開発

12:00 昼食

13:00 ソフトウェア開発

18:00 帰宅



使用する機器の
調査、選定

必要な配線の
洗い出し

設計書を作成する

仕事の 流れ
ネットワーク構築の打ち合わせ〜設置

打合せ 設計 テスト構築

お客様を把握
業務と運用内容

何を実現したいのか
何が必要なのか

計画 具現化
設計書を元にネット
ワーク機器の設定を

⾏う

最終確認
正常に通信できてい
るか、要望を満たさ

れているか確認
設置の手順書を作成

する

設置

・スムーズに作業を進める為
・手順の問題点を洗い出す
・事前にテストできない場合も

あるので、設置後に発生した
問題に対応する為



1日の スケジュール
ネットワーク構築に携わる社員

ネットワーク設計・保守の仕事

1日の仕事のスケジュール
9:00 出社（メールチェック、スケジュール確認）

9:20 ネットワーク設計・機器選定

12:00 昼食

13:00 ソフトウェア開発

15:00 お客様環境の障害調査

16:30 データセンターに移動し保守作業

18:00 帰宅

⼊社年 2013年⼊社（8年目）

大学の専攻 ⼯学部 電子情報⼯学科

経歴 2013年04月 本社システム２に配属。
2014年01月 ネットワーク構築業務に携わる。
2015年04月 ケーブルテレビ保守担当になる。
2016年12月 ネットワーク・サーバの構築＆
保守を⾏う。並⾏してソフトウェア開発も⾏う。

・お客様の要望を聞き、ネットワークの設計、機器の選定・設定変更作業を⾏う。
・トラブル等あった場合はネットワークの状況を調査し、改善する。

大学院の専攻 システム⼯学研究科 システム⼯学専攻



1日の スケジュール
ニュース・番組制作に携わる社員

現在⾏っている仕事

1日の仕事のスケジュール
9:00 出社（ニュース等取材）、取材先へ直⾏の場

合あり）
12:00 昼食

13:00 ニュースキャスター収録 ニュース番組編
集・登録発

15:00 ニュース・番組の編集

18:00 帰宅

⼊社年 2014年⼊社（7年目）

大学の専攻 プロダクトデザイン学科

経歴 2014年04月 ケーブルテレビ局指定管理部門
に配属され、番組制作業務に従事。大学で専攻
したデザイン、映像制作技術を活かし、実務を
⾏いながら社内外の研修を受講し、制作技術を
⾼めた。

Illustratorを使用し、主に番組タイトルやテ
ロップなどのデザインや、ＰＲ・案内用チラシ
の制作を担当。

またケーブルテレビ運営業務だけではなく、
取引先企業のＰＲ動画制作にも携わる。
2020年03月 番組制作部門のリーダーに就任
し、チームを取りまとめている。

・ニュースの取材、編集登録
・「はたらく町内の星☆」をはじめとした３本の担当番組制作
・ニュースキャスター（週１回）
・番組テロップ、オープニングのデザイン



1日の スケジュール
ネットワーク構築・その保守に携わる社員

現在⾏っている仕事

1日の仕事のスケジュール
9:00 出社（メールチェック、スケジュール確認）

10:00 ユーザー宅、取引先保守

12:00 昼食

13:00 ユーザー宅、取引先保守

15:00 取引先のネットワークの維持管理（上司に同
⾏）

18:00 帰宅

⼊社年 2019年⼊社（2年目）

大学の専攻 経済学部

経歴 2019年02月 ケーブルテレビ局指定管理部門
に配属され、ネットワーク関連業務に従事。未
経験の業務のため、社内外の研修受講と並⾏し、
上司に同⾏し技術・知識を習得している。

今後も継続的に研修を受講し、取引先での業
務について上司に同⾏して技術・知識を習得し
ていく。

・ケーブルテレビユーザーからのネットワーク関連の電話問合せ対応
・ケーブルテレビユーザー宅の機器の保守、メンテナンス
・ケーブルテレビ新規申込者向け機器準備
・取引先ネットワーク機器点検
・上司に同⾏し、取引先のネットワークの維持管理業務



ありがとうございました

株式会社ＲＥＬＡＴＩＯＮ
https://www.rel-ltd.com/


