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NTT 東日本

地 域 グル ープ 会 社

のミッション

NTT 東日本グループ
フォーメーション

多様化するお客さまのニーズに柔軟か
つスピーディにお応えするため、エリ

東日本全域／17都道県

アや機能に基づきミッションを分担す
るとともに、各社が相互に連携するこ

通信業界のリーディングカンパニー

とによって、グループトータルでお客

である NTT 東日本グループ。

さまに最適なサービスを提供しています。

その中で、わたしたち「NTT 東日本 - 南関東、
NTT 東日本 - 関信越、NTT 東日本 - 東北、

NTT 東日本

NTT 東日本 - 北海道」は、

それぞれの地域に密着して、

北海道

お客さまの未来をうみだしています。

地域に密着した

「NTT 東日本の顔」
として、
地域のお客さまに

最先端のICT 技術を活かした新たなサー

ビスの開発・販売、通信回線や基幹
ネットワークの構築・運用、グループ
の事業戦略立案・推進を通して、ビジ
ネス・ライフスタイルの革新、安心・
安全な社会を実現します。

北海道

サービスを届け、
安心を守る。

宮城、
福島、岩手、
青森、
山形、秋田

お客さまに寄り添い、その思いに、

一生懸命、応える。そして、その期
待をはるかに超え、一歩先の未来を

東北

お届けする。すべては、そこに住む

人たちが生き生きと安心して暮らせ
るために。わたしたちは、NTT 東日

本グループにおいて “お客さまとの

接点” という大切な役割を担ってい
ます。最先端の ICT（Information and
Communication Technology: 情報通信
技術）サービスを活用したコンサルティ

ング営業を通じて、地域のお客さま（法
人のお客さま・一般家庭のお客さま）
の事業や生活を支え、より便利で豊か
にする。また、NTT 東日本の通信ネッ

NTT 東日本

埼玉、
栃木、
群馬、
長野、
新潟
東京、
神奈川、
千葉、
茨城、
山梨

関信越
南関東

を守る。

NTT 東日本が目指す便利で豊かな社

会を、すべての地域で実現させること
が、わたしたち地域グループ会社の使

会社

NTTME

トワーク設備を24時間365日維持・運

営し続けることで、地域の安心・安全

地 域 グル ープ

東日本全域／17都道県

ICT 技術のプロフェッショナル集団と

して、基幹ネットワークの構築・運用

を通して東日本エリアの通信を支えて
います。

命です。
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コンサルティング営 業・

システムエンジニア（S E）の 仕 事

わたしたち NTT 東日本地域グループ会社において、お客さまに「新たな価値」を提供する担い手が

「コンサルティング営業」と、その仕事を技術面で支える「システムエンジニア」です。
NTT 東日本グループのこれから

「コンサルティング営業」と「システムエンジニア」の仕事
・売上げを伸ばしたい！

御社の経営課題に対し、

コンサルティング営業を

・経営コストを下げたい！

ご提案します！

提案の基本設計も！

・新規顧客を開拓したい！

最適なソリューションを

etc.

技術面からサポート。

新たな 価 値と
地 域の未 来

NTT東日本グループがうみだしたソ

リューションが、新たな「価値」となり、

次の「あたりまえ」
をつくっていきます。

N T T 東日本
グループ

営業とSEはここで

ネットワークと

ICT

サービス

ICT を使って

「 新 た な 価 値 」を
うみだす！

端末

ンフラです。NTT 東日本グループは、
これらのネットワークを使い、社会に「新

たな価値」をうみだすことが、これか

らの時代のミッションと考えています。
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みだしていく。それがわたしたちの仕

ex.）AI、IoT、クラウド、
ビッグデータ、SNS

AI、モノがネットワークにつながるIoT、

ネット

ワーク

コンサルティング システム
営業
エンジニア
（提 案SE）

仕事 のフロー

連携

システムエンジニア（提 案SE）

コンサルティング
営業
#01

システム
エンジニア

（プロジェクトSE）

システムエンジニア
（プロジェクトSE）

#02

#03

#04

ヒアリング

基本設計

提案・受注

最初のきっかけは、単純なお

経営陣と会い、現状をヒアリ

ヒアリングによって判明した

自社商材だけではなく、とき

システムやネットワークなど

の中から訪問先を決め、電話

を 幅 広 く 伺 い 、経 営 課 題 や

用いたソリューションを設計。 トして、最適なソリューショ

を設計。
関係部署、
工事会社な

お客さまとの
関係構築

#05

詳細設計
・構築等

クラウドなど、ICTでたくさんのイノ
ベーションがうまれています。

ex.）スマートフォン、
タブレット、PC

問い合わせの場合や、リスト
でアポイントメントを取った
上で訪問することも。

ング。業務内容やお困りごと
ニーズを把握します。
「隠れた
課題」が見つかることも。

課題を解決するために、ICTを

には他社商材もコーディネー

上司や先輩にも意見を聞き、 ンを提案。受注後は、
納期やご
幅広く検討します。

要望を整理します。

の構築や工事に向けて、詳細
どと調整し、案件の進捗を管
理します。

無線通信によりスマートフォンなどの
端末はネットワークとつながり、さま
ざまなサービスをうみだします。

通信は、あらゆる ICT サービスの根

幹であり、生活に欠かせない重要なイ

スや生活をつなげて、新しい未来をう
事です。

コンサルティング
活躍しています！

最先端のICTサービスと、地域のビジネ

お客さま

（企業、自治体、学校・病院）

ex.）光、Wi-Fi、LTE、C AT V

Wi-Fiなどの無線通信もすべて固定ネッ
トワークが下支え。NTT東日本は固定
ネットワークのシェアNo.1です。

企 業の 課 題を解 決する
ビジネス変革の
パートナー

コンサルティング営業は、ただモノ

解決に導く。そしてお客さまのビジネ

企業・自治体等のお客さまの経営課題

内容です。地域の ICT 環境を自らの手

を売る営業ではありません。“地域の
を明らかにし、ICT を用いて最適なソ

リューションを提供する” ことで課題

ス変革のお手伝いをする。これが業務
で変え、社会に貢献できる、とてもや
りがいのある仕事です。
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Interview #01
すべての企業

江原周斗

Work
拠点間連携の仕組みで“人材不足”を解決

と

最先端の通信技術

をつなげ て、

お客さまに“革命”

をうみだせ。

お 客さまが 抱 える課 題

あらゆる業種の

い出し、たとえば「人手不足はこのよ

のでは？」と考えました。そして「即

やりがいのある仕事。

現できること」をわかりやすく一覧表

にしてお見せします。表にすることは、 い出し、商談に臨みました。するとま

足」など、葬儀業界が抱える課題を洗

企業と関われる、

時対応が必要であること」や「人材不

わたし自身の知識を深めることにもつ

さに仮説通り、
「人手不足で電話・ネッ

業種を問わず日本中すべての企業です。 プローチとして非常に効果が高いと感

できないことがある」という課題を引

NTT 東日本グループのお客さまは、

ながりますし、何よりお客さまへのア

わたしは元々、
「様々な業界の方と深

じています。業種によって状況や課題

ンサルティング営業ができる NTT 東

になり、多くのお客さまと関われるこ

く関わりたい」と思っていたので、コ

は様々なので、リサーチはとても勉強

供する商材を自分で考えられる」点で
す。まずは入念にヒアリングし、
「お

客さまの経営課題を解決するために、
どんなサービスが必要か」を考え、提
案する商材の組み合わせを決めます。
本当に喜ばれる提案をするためには、
お客さまの業種・業態はもちろん、業
務内容をしっかり把握しておくことが
重要です。商談にうかがう前、わたし
はお客さまの業種について徹底的にリ
サーチし、想定し得るお困りごとを洗
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NTT 東日本の技術で

お 客 さまの 業 務 に

革 命 を 起 こし た い 。
今までに担当した案件では、ある葬

儀会社さまの事例が印象深いですね。
当初は「電話回線を新設したい」とお
問い合わせをいただいたのですが、確
認してみると既に電話回線は敷設され

ており、
「何か別のお困りごとがある

Q

Q

原さんに頼みたい」と言われるような、
お客さまの業務に革命を起こせるコン
サルティング営業を目指します！

Q

とに積極的にチャレンジし

を聞いてくれますよ。

今、
新たに挑戦していることは？

お客さまの商材を、別のお客

さまの解決策として提供す
るなど、自社サービスに留ま

らないビジネスに挑戦して
います。

向いている？

で、好奇心が強く、新しいこ

たときは、先輩方が親身に話

Q

いまの仕事はどんなタイプが
技術の進歩が速い業界なの

を後押ししてくれます。困っ

お客さまの真の課題を引き出し、

を感じます。今後も経験を積み、「江

職場の雰囲気は？

新しいことへのチャレンジ

声をいただき、とても嬉しかったです！

驚いてくれると、心の底からやりがい

と感じるときは？

づいたとき。

社内の雰囲気も良くなった」と喜びの

た際に、お客さまが「そうなの！」と

「地域に密着している」

スが深く関わっていると気

なくなったおかげで休みが確保でき、

「ICT で解決できますよ」とご提案し

休 みが 確 保 でき 、社 内の 雰 囲 気 が良くなった

街にも NTT 東日本のサービ

拠点でも注文連絡を受けられるシステ

は、「各拠点に人を常駐させる必要が

各 拠 点に 人を常 駐させる 必 要 がなくなった

街で周囲を見渡すと、どんな

き出せました。そこでわたしは、どの
ムを提案。ほぼ即決でご快諾いただ

me

ICTで
人材不足を
解消します！

Question

トでの常時対応が上手くいかず、受注

日本地域グループ会社に入社しました。 とに、とてもやりがいを感じています。 き、受注に至りました。お客さまから
この仕事の面白さは「お客さまに提

新しい 価 値

どの拠点でも
注文 連 絡を
受けられる
システムの導入

各 拠点をつなぐ
ネットワークを
構築

お客さま

（葬儀 会社）

NTT 東日本 - 南関東
東京南支店
－－－
2017年入社

うに改善できます」など、
「ICT で実

常時対応が
できず、
受注できない
ことがある

即時対応が
必要だが
人手不足

ICTで人手不足を
解消できない
かな？

ソリューション

たいと思える人。

Q

休みの日は何してる？

サッカー観戦や旅行によく

行きます。長期休暇を計画的
に取得でき、プライベートの
予定も立てやすいです。
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Interview #02
地元の企業

鍛 治 田 ありさ

Work
最先端のICT技術で“業務効率”をUP

と

NTT東日本のICT

をつなげ て、

“地域の活性化”

をうみだせ。

お 客さまが 抱 える課 題

拠点間連携に
ICTを活用
できていない

ICTを
もっと上手く
使えないかな？

お客さまの身近な
相談相手になって

経営をサポートする。
わたしが勤務するさいたま市には、

ICT 化が十分に進んでいない企業のお
客さまがたくさんおられます。わたし

の仕事は、NTT 東日本の ICT 技術を活
用して、そのような企業の業務効率化

うすることでお客さまから信頼を得て、 お客さま企業は自社の ICT 環境を正確
選んでいただけた瞬間は、何度体験し
ても嬉しく、やりがいを感じますね。

で最も大切にしているのは、細やかな
ヒアリング。お話をうかがう中で疑問
が湧いたら素直に質問し、深掘りしま
す。すると、お客さま自身も気づいて

いない課題が見つかることがあります。
課題を見つけたら、その課題を解

決するために ICT で何ができるかを考
え、提案します。このときは、単に

ICT で実現することを伝えるだけでなく、
ICT 導入によってお客さまの経営をど
う変えられるかまでお伝えします。そ
10

駄な通信コストがかかる” “拠点間の

ですが、たとえ提案内容が良くても、 連携に ICT を活用できていない” とい

お客さまに伝わらなければ意味があり

う課題が見えました。さらにヒアリン

ぞれのお客さまに応じてわかりやすく

キュリティが不安” とわかりました。

ません。表やグラフを作るなど、それ
提案することを心掛け、サービス導入
後に ICT で業務がどう変わるかという

イメージを明確に持っていただけるよ

や経営の改善をお手伝いすることです。 う、日々試行錯誤を重ねています。
わたしがお客さまと関係を深める上

に把握できておらず、その弊害で “無

社内の知見を結集して
本当にお客さまに

合ったI CT 環 境 を 提 案

あるウィッグメーカーさまのご相談が
きっかけでした。お話をうかがうと、

Q

活性化に貢献したいです。

どうやって営業スキルを
アップさせたの？

Q

ず、人と“つながる”ことで価

りも欠かさず行います。
新入社員に期待することは？

目標に向かって貪欲に取り
組み、積極的に行動してほし

い で す。行 き 詰 ま っ た と き
は、
全力で助けます！

向いている？

の が 好 き な 人。社 内 外 問 わ

いました。また日々の振り返

Q

いまの仕事はどんなタイプが
コミュニケーションをとる

いただき、アドバイスをもら

この提案が実現できたのは、わたし

企業を ICT で盛り上げ、埼玉県全体の

仕事で心掛けていることは？

先輩に営業スタイルを見て

た」と、とても喜んでいただけました。

たいです。そして将来的にはこの街の

セキュリティ不 安を 解 消して事 業 拡 大 促 進

信頼につながります。

スムーズになり、仕事の効率が上がっ

お客さまにとってベストなご提案をし

離 れた 拠 点との 情 報 連 携 がス ムーズに

基本的なことの積み重ねが

さまには「離れた拠点との情報連携が

できるのは、この仕事の醍醐味です。

me

せにはすぐに対応すること。

作り提案した結果、導入が実現。お客

おかげ。これからも色々な方と協力し、

お客さま

お客さまからのお問い合わ

他社との競合でしたが、導入後の業務

の質問に何度も答えてくれた先輩方の

そう思えたのは、複数拠点を構える

Q

「セキュリティ対策強化」をご提案。

NTT 東日本グループの一員として、

企業の土台である ICT 環境作りに貢献

セキュリティ
対策強化

Question

そこでわたしは「ICT 環境の最適化」

他社とのコストや効果を比較した表を

ICT環境の
最適化

最適なICT環境を
作ります！

新しい 価 値

グすると、“顧客情報管理におけるセ

環境の改善度合いがわかる提案書や、

顧客情報管理の
セキュリティに
不安

（ウィッグメーカー）

NTT 東日本 - 関信越
埼玉支店
－－－
2017年入社

ソリューション

値をうみだす仕事です。

Q

休みの日は何してる？

福利厚生を利用してジムへ。
ワンコインで利用できるん
です♪

ジム内の温泉で温

まると癒やされます。
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若 手 社 員 のホンネ 座 談 会

Question

NTT 東日本グループで働くのは、実際のところどのような感じなのでしょう？

入社2年目の若手社員4人が集まり、仕事とプライベートをホンネで語り合いました！

Q

2 年間働いて、

成長を感じたことは？

Q

目の前の仕事に集中しなが

入社して、

意外に思ったことは？

電話やインターネットだけ

らも、物事を俯瞰的に捉えら

でなく、ICT 全般でお客さま

れるようになり、次に何をす

の課題解決に貢献できる幅

べきかがわかるようになり

の広さ。時には他社商材をも

ました。

Q
菅原夕季

青木英志

針谷真由美

竹谷亮宏

神奈川支店

北海道支店

群馬支店

青森支店

NTT 東日本 - 南関東
－－－

2017年入社

NTT 東日本 - 北海道
－－－

2017年入社

就活中の悩みと、

NTT 東日本グループに
入社を決めた理由は？
青木

就活中は、自分の興味がある分

野に近いベンチャーに就職するか、長
く安定して働ける大企業にするかで悩
みました。決め手は、
「大きな舞台で

新しい分野にチャレンジした方が、世
界が広がって楽しいかも」と思ったか
ら。実際、仕事のやりがいはすごくあ

NTT 東日本 - 関信越
－－－

2017年入社

針谷 といっても自分ひとりですべて

たのですが、就活で初めて、大企業だ
けでなく、日本中の中小企業がものす
ごく復興支援をしてくれたと知りまし
た。それがきっかけで「日本の企業の
大部分を占める中小企業を応援する仕
事がしたい。この会社ならそれができ
る！」と思えたのが決め手です。

青木 「地域の企業から、日本をより

りますね。しかも働いてわかったのは、 よく変えたい」という想いは、社員み
大企業とベンチャー、どちらの良さも
ある会社なんです。
竹谷

1年目でも、やりたいことがあ

れば挑戦させてくれるよね。僕は地元
の青森で一番大きな仕事ができそうな

会社を探しました。
「通信という最先
端の技術を通じて、地元にも貢献でき

んなが持っていると思います。
竹谷 しかも、本気で！

入社して、初めて

分かったことは？

そう」と思ったのが決め手です。

青木 「大企業は仕事内容が分担され

それで NTT 東日本グループの説明会

ていたら全然違いました。大きな括り

針谷

わたしも地元を盛りあげたくて。 ていて、決まった仕事をこなす」と思っ

で会った女性社員の方が印象的でした。 での分担はありますが、お客さまとの
12

分で進め方を考えています。

抱え込むのではなく、システムエンジ

竹谷 先輩たちも優しいよね。僕が仕
事で行き詰まったり、少し焦ってし

まっているときには、先輩がお昼ごは
んに連れて行ってくれるんです。そこ
で悩みを聞いてもらうことで、気持ち
が前に向いて、午後からまた頑張れる
きっかけを作ってもらえます。先輩や
上司が自分のことを日々気にかけてく
れているのは、よく感じますね。

菅原 確かに、縦にも横にもつながり

が強い職場ですね。もちろん改めない
といけないことは厳しく指導いただき
ますが、普段は気さくに話しかけてく
れたり、アットホームな職場です。

が気づいていない課題にも気
づけるようになりました。

に、本当に沢山の方が携わっ
ていると気づきました。

お休みの日は
何してる？

青木 入社したてのころは、すべてが

「楽しい！」と思いました（笑）
。

え、
行動することで、
お客さま

し、その「当たり前」のため

きます。それが入社1年目からできる

当に大きいですよ。思っていた以上に

成長を感じたことは？

前 と 思 っ て い ま し た。し か

菅原 こんなに仕事と休みのメリハリ

んです。達成時のやりがいや喜びは本

2 年間働いて、

お客さまの立場になって考

ネットは利用できて当たり

ニアと連携したり、関連部署と調整し
たり、周囲を巻き込みながら進めてい

Q

入社前は、電話やインター

2017年入社

に働いてみた」って聞いて（笑）
。

菅原 わたしは東日本大震災で被災し

改めて気づいたことは？

－－－

最初のコンタクトからゴールまで、自

に「保育士さんに混じって数日間一緒

もあります。

入社して、

NTT 東日本 - 東北

担当した保育園の業務課題を知るため

視野に入れて提案すること

のある会社も珍しいかも（笑）
。

初めての経験ばかりで、仕事のことを
意識する時間が多かったけど、それも
最初のうちだけでした。

竹谷 オンとオフでしっかり頭を切り
替えられるようになったよね。

針谷 確かに、休日を目一杯楽しめる

ようになりました。みんなはお休みの
日は何してるの？

竹谷 僕は同期と遊んだり、地元の友

だちと遊んだり。地元で働けているか
ら、会社の人だけじゃなくて幼なじみ
や学生時代の友だちとも頻繁に会える
のはとてもいいなと思っています。あ
と2年目になって、気持ちに少し余裕

が出てきたから、農業ボランティアな

クでツーリングに出かけたり、冬はワ

いきたいです。そして困難な案件でも、

楽しみを満喫しています。あと、最近

うな、優秀なプレイングマネージャに

カサギ釣りしたり、北海道ならではの
はゴルフかな。

針谷 わたしもゴルフ！ 先輩から「ゴ
ルフは頭を使うから、営業にも活かせ

るよ」って言われて。OB の方や別の
支店の方と行くこともあり、いろいろ
な方と交流できて楽しいです。
菅原

福利厚生の割引券を使って映画を観に
行ったり、同期と USJ やディズニーラ

ンドに遊びに行ったりもします。あと
長期休暇は海外旅行。去年はアメリカ
のロサンゼルスと韓国に行きました。
針谷

同じく韓国に行きました。長期

なりたいです！
針谷

わたしも自分のチームを持ちた

いです。そのために、まずは社内表彰
の受賞を目標にして、高いモチベー

ションを持って仕事に取り組んでい
ます。将来は、群馬支店だけでなく、
NTT 東日本グループを引っ張っていけ
るような、大きな存在になりたい！
菅原

わたしは、尊敬している直属の

先輩のように、後輩にとって頼りがい
のある先輩になることがまずは目標。

そして行く行くは課題解決のプロに
なって、自分が身に付けたノウハウを

休暇で海外旅行を楽しむ人も多いよね。 展開していくことで、神奈川県全体を

将来の夢を
ここで宣言！

どの地域貢献にも参加しはじめました。 青木
青木 僕は車でドライブしたり、バイ

わたしは食べ歩きかな。会社の

自分が出て行けば受注を決められるよ

ICT 化で盛り上げていきたいです！

竹谷 “東北一の営業担当になる” こ
と！

本気でそう思っています。そ

してこの NTT 東日本グループでなら、
それが実現できると思います。そのた

将来は、自分のチームを持って、 めにも、これからもどんどん知識と技

リーダーとしてメンバーを引っ張って

術を磨いていくつもりです！
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Column

数 字で見る

Column

NTT東 日 本 グル ープ

NTT 東日本グループにまつわるさまざまな数字をご紹介。
あなたが知らなかった会社の“リアル”が見えてくるかも？

売上高

営業利益

（2017年度）

（2017年度）

567万 本

2,750億円

電柱の数

設備投資計画額

フレッツ光 契 約 数

（2018年3月時点）

（2018年3月31日時点）

（2018年度）

2,600億円

1,150万契約

社員数

平均 勤 続 年 数

有給休暇取得実績

（2018年3月時点）

22,050人

（2017年度）

24.1年

電柱

1兆6,462億円

通信ビル

（2017年度）

光ファイバーケーブル

地下管路

とう道の総距離

19.8
2 年目社 員 定着率

新 入社 員 男 女 比 率

（2017年度新卒入社社員）

（2018年度新卒入社社員）

20日

女 性 の育 児 休 職 取 得 率

99%

406 km

（2017年度）

（2018年3月31日時点）

＊とう道＝通信ケーブルやガス管などを
敷設するための、
専用の地下道。

通信を支える、
NTT 東日本
グループの
設備たち

96%
14

男性

61%

女性

39%

各エリアからのアクセスをまとめる

「ネットワーク系設備」

通信ビル内にあるサーバーやルー

73万km

光ファイバーの総敷設の長さ

（2018年3月31日時点）

通信ビルとお客さま宅をつなげる

「アクセス系設備」

光ケーブルや電柱などのアクセス系

ターは、各エリアからのアクセスを “ま

設備は、NTT 東日本の通信ビルからお

ワーク系設備と呼びます。重要な回線

役割を担っています。都市部か住宅部

とめる” 機能を持ち、それらをネット
も多く、管理する責任は重大。
「つな
がるあたりまえ」を守るため、24時
間管理を続けています。

客さま宅やオフィスまでを “つなげる”
か、また積雪や凍結、雷などの気候特
性はあるかなど、エリアに合わせて構
築されています。
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社 員 の 多 様 な 働き方と成 長 を支える

各社基本情報

各 種 制 度 、研 修プログラム
会社が持続的に成長・発展していくためには、

株式会社NTT 東日本- 南関東

異なる価値観や背景を持った多様な人材が、相互に理解し多様な能力を発揮していくことが重要だと考えます。
NTT 東日本グループは、社員一人ひとりがその個性を発揮できるような環境・制度を整えています。
また、コンサルティング営業・システムエンジニアとして活躍するための研修プログラムも充実！

資本金
売上高
従業員

お休みは？

株式会社NTT 東日本- 関信越

週休2日制（4週8日※原則土日休み）、祝日、年末年始の休日、年次有給休暇（20日）、
ライフプラン休暇のほか、夏季休暇、結婚休暇をはじめとする各種特別休暇などが
あります。たとえば年次有給休暇の取得実績は、なんと19.8日！ メリハリのある
働き方で、日々の仕事の質、成果の向上につなげています。

設立

代表者

ICT に関する知識・経験がなくとも心配ありません。みなさんの成長を全力でサポートします。

Q

本社所在地 〒108-8019

設立

資本金
売上高

Q

従業員

出 産・育 児 サ ポ ー ト は ？

株式会社NTT 東日本- 東北

出産前後の特別休暇に加え、出産後の育児のための特別休暇、さらに生後3年未満の

子どもを持つ社員が育児に専念する育児休職などの制度が整っています。また、復
職後も育児のための短時間勤務を行う制度もあります。女性の育児休職取得率は

99% と、制度が整っているだけでなく、それを十分に活用して、仕事と育児の両立を
図り、自身のキャリア形成ができます。

Q

売上高
従業員

「カフェテリアプラン
（選択型福利厚生制度）
」として、社宅・寮、住宅補助費支援制度、
持家取得支援制度、人間ドック、育児・介護支援、リゾート施設、スポーツ施設利用
など。また慶弔金、食事補助、各種健康等相談窓口などがあります。

設立

資本金

株式会社NTT 東日本- 北海道

福利厚生は？

設立

資本金
売上高
従業員

Q

研修制度はある？

商品知識、提案力向上プログラムを多数用意。また「能力開発プログラム」として、
スキルアップや資格取得をバックアップする豊富なメニューを提供しています。
社外資格：約360資格）
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162,760百万円（2018年3月期）

12,550人（2018年3月31日時点）

埼玉県さいたま市浦和区常盤五丁目8番17号
1995年1月6日
榊原 明

3,750万円（東日本電信電話株式会社 100% 出資）
45,738百万円（2018年3月期）

4,250人（2018年3月31日時点）

宮城県仙台市若林区五橋三丁目2番1号
1986年10月31日
中村 浩

4,000万円（東日本電信電話株式会社 100% 出資）
34,716百万円（2018年3月期）

3,350人（2018年3月31日時点）

北海道札幌市中央区大通西十四丁目7番地
1988年12月22日
髙橋 庸人

4,000万円（東日本電信電話株式会社 100% 出資）
21,631百万円（2018年3月期）

1,900人（2018年3月31日時点）

NTT 東日本グループ会社〈コンサルティング営業・SE〉採用チーム

コンサルティング営業・システムエンジニアとして活躍するための各種研修として、

（e- ラーニング：約160コース／通信教育：約260コース／社内資格：約120資格／

5,000万円（東日本電信電話株式会社 100% 出資）

本社所在地 〒060-0042

代表者

A

野池 秀幸

本社所在地 〒984-8519

代表者

A

1998年2月25日

本社所在地 〒330-0061

代表者

A

東京都港区港南一丁目9番1号

E-mail

A

consulting-ml@east.ntt.co.jp

WEB

https://www.ntt-east.co.jp/recruit/group/
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募集要項

N T T 東日本グル ープ 採 用 情 報

幅広いエリアとフィールドで

N T T 東日本グル ープ会 社〈 コン サルティング 営 業・S E 〉
採用職種

構成会社
および

事業エリア

入社会社・
勤務地

勤務時間

応募資格

初任給

諸手当

休日休暇

福利厚生

事業第一線の

ネットワークエンジニアとして

SE として活躍したい！

活躍したい！

活躍したい！

一括エントリー

地 域の 企 業・自治 体 等 に 対 するコン サルティング 営 業
及びシステム エン ジニアリング 等

● NTT 東日本‐南関東：東京都、
神奈川県、
千葉県、
茨城県および山梨県

地域に密着した

コンサルティング営業・

NTT 東日本グループの

NTT東日本にエントリー

採用ステップ

本エントリー
NTT東日本グループ会社

NTT東日本グループ会社

〈コンサルティング営業・SE〉にエントリー

〈エンジニア〉
にエントリー

● NTT 東日本‐関信越：埼玉県、
栃木県、
群馬県、
長野県および新潟県
● NTT 東日本‐東北

：宮城県、福島県、
岩手県、
青森県、
山形県および秋田県

● NTT 東日本‐北海道：北海道

エントリー
（採用選考への申込）
時に選択いただいた都道県から、
入社する会社および勤務地を決定します。

※エントリー時に技術系または事務系を選択いた
だきます。

〔入社会社の本社所在地等へ一定期間転勤となる可能性があります〕
1日 7 時間 30 分勤務
●2019 年 4 月～ 2020 年 3 月に四年制大学、
短大、
高専、
専門学校を卒業見込み、

主な

活躍フィールド

●2016 年 4 月～ 2019 年 3 月に四年制大学、
短大、
高専、
専門学校を卒業、

大学卒

高専卒

求める人材

短大・専門卒：184,110 円

主な勤務地

ライフプラン休暇、
夏季休暇、結婚休暇をはじめとする各種特別休暇、
育児休職、
介護休職 等
カフェテリアプラン
（選択型福利厚生制度）
：社宅・寮、
住宅補助費支援制度、
持家取得支援制度、
人間ドック、
育児・介護支援、
リゾート施設・スポーツ施設利用 等
その他：慶弔金、
食事補助、
各種健康等相談窓口 等

・ネットワーク

エンジニア

※入社する会社および勤務地は、エントリー時に選

択いただいた都道県をもとに、
内定時に決定します。

・コンサルティング営業
・システムエンジニア

5 社一括で募集・選考を行います。

※入社する会社は、応募者の希望や適性を考慮し、
内定時に決 定します。その後、応 募 者の希望や適
性、
事業の要請を考慮し配属地を決定します。

・ネットワークプランニング
・サービスマネジメント

プランニング

・アカウント営業

・サービスマネジメント

・マーケティング

・コーポレートスタッフ

・研究開発

NTT東日本のみならず、グループ会社も含め

地域に密着した「NTT東日本の顔」として、地

NT T東日本の通信回線や基幹ネットワーク

のプロフェッショナルとして成長し、将来的に

ティング営業の分野におけるプロフェッショ

ショナルエンジニアとして成長し、将来的に

た幅広いフィールド・エリアにおいて、各分野

は東日本グループの各事業で中核を担う人材

東日本エリア全域

域のお客さまへのサービス販売など、
コンサル
ナルとして成長し、将来的には地域事業の中
核を担う人材としての活躍が期待できる人材

の構築・運用など、事業第一線のプロフェッ
は事業の中核を担う人材としての活躍が期待
できる人材

・NTT東日本-南関東、
NTT東日本-関信越、NTT東日本-東北、NTT東日本-北海道に入社した場合
各社事業エリア内いずれかの都道県（各社本社所在地等への一定期間の転勤あり）

・NTT-MEに入社した場合
東日本エリア全域

上記、
初任給以外に勤務実態等に応じて手当あり
（時間外手当、外勤手当、
扶養手当、
通勤費 等）
週休 2日制
（4 週 8 日※原則土日休み）
、
祝日、
年末年始の休日、
年次有給休暇
（20 日）

・システム

・協業ビジネス推進

としての活躍が期待できる人材

：212,870 円

：186,660 円

・サービス開発

営業

・テレアドバイザー

または大学院を修了見込みの方

または大学院を修了し、
その後正社員として就労経験のない方

・コンサルティング

4 社一括で募集・選考を行います。

・2019年4月～2020年3月に四年制大学を卒
業見込み、
または大学院を修了見込みの方

応募資格

・2016年4月～2019年3月に四年制大学を卒

業、または大学院を修了し、その後正社員と
して就労経験のない方

初任給

・2019年4月～2020年3月に四年制大学、短

・2019年4月～2020年3月に四年制大学、短

院を修了見込みの方

または大学院を修了見込みの方

大、
高専、
専門学校を卒業見込み、
または大学

・2016年4月～2019年3月に四年制大学、短

・2016年4月～2019年3月に四年制大学、短

了し、
その後正社員として就労経験のない方

大学院を修了し、その後正社員として就労経

大、高専、専門学校を卒業、または大学院を修

博士了： 286,800 円

大卒：

大卒：

短大・専門卒：184,110 円

修士了： 237,860 円

212,870 円

大、高専、専門学校、高等学校を卒業見込み、

高専卒：

212,870 円

186,660 円

大、高専、専門学校、高等学校を卒業、または
験のない方
大卒：

212,870 円

高専卒：

186,660 円

高卒：

174,250 円

短大・専門卒：184,110 円
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