
私達は時間を創り出すお手伝いをし、私達は時間を創り出すお手伝いをし、
皆の豊かな将来に貢献します。皆の豊かな将来に貢献します。

こんな業務を行っています！！こんな業務を行っています！！

サーバ・ネットワーク構築事業サーバ・ネットワーク構築事業

テレビ局、プロバイダ、大学高校など
サーバ・ネットワーク・パソコンの
設計、構築、保守を行います。

　　　　　教育事業

ネットワークエンジニア育成に向けた
コースを開催している事業で、
スクールの運営とインストラクターを
担当します。
Linux技術の認定団体、LPI-Japanの
認定校です。

ヤングライフプロポーサルの採用案内をご覧頂きありがとうございます。 

企業理念企業理念
 「私達は時間を創り出すお手伝いをし、皆の豊 「私達は時間を創り出すお手伝いをし、皆の豊かな将来に貢献します。」 な将来に貢献します。」 
 ・質の高い仕事を提供する  ・質の高い仕事を提供する 
 ・お客様の喜ぶ仕事を提供する  ・お客様の喜ぶ仕事を提供する 
 ・自己成長につながる時間と仕事を提供する ・自己成長につながる時間と仕事を提供する 

 お客様の要望に「いつでも、早く、最適に」応える事で皆様の時間を創り、 
社会貢献出来るネットワークコンサルタントを目標にしております。 
私達と一緒にこの理念を実現してくれるシステムエンジニアを募集します。 



会社概要

採用フロー キャリアアップ

資格取得
LPIC Level1,2,3

CCNA,CCNP

テクニカルエンジニア（ネットワーク）

情報セキュリティアドミニストレータ

Microsoft Office Specialist(Word,Excel,PowerPoint)

ドットコムマスター★★

その他ベンダー資格、情報処理資格複数

会社名
代表取締役
取締役
本社

東京オフィス

大阪オフィス

URL
採用ページURL
設立日
資本金

有限会社ヤングライフプロポーサル
井上　崇
葛山　晃守
〒460-0011　愛知県名古屋市中区大須四丁目 1-18　セイジョウビル 4F
TEL：052-265-8131　FAX：052-265-8141
〒117-0022　東京都豊島区南池袋三丁目 18-34　池袋シティハイツ 204
TEL：03-5927-1337　FAX：03-5927-1338
〒大阪府大阪市西中島六丁目 3-32　第 2新大阪ビル 301
TEL：06-4862-7171　FAX：06-4862-7181
http://www.ylproposal.com/
http://www.ylproposal.com/saiyo/
2004 年 7 月 6日
1,000 万円

4月～ 6月

入社式 (4/1)、研修

7月～

OJT 開始

＜＜
＜

エントリー

書類選考 ( 自由応募・学校推薦共に可）

一次面接・筆記試験・個人特性分析

二次面接

三次面接

採用サイト「エントリーはこちら」から

問い合わせはメール saiyo_info-t@ylproposal.com

またはお電話　052-265-8131　採用担当：片岡

＜＜
＜ 履歴書（写真貼付）

職務経歴書（アルバイト）

卒業見込証明書 or 卒業証明書

＜＜
＜ 筆記試験：一般常識

1次審査の面接・筆記試験・個人ト特性分析は

Web/Mail を利用して実施します。

＜＜
＜ 小論文

二次面接の交通費実費 5,000 円以上の差額は

弊社より負担します。

会社説明

＜＜
＜ 弊社採用ページにて公開しています。

http://www.ylproposal.com/saiyo/

YLP の教育制度
名古屋 (本社 ) にて教育を行います

入社後 3ヶ月間研修期間がある（能力に応じて）

　-希望者には名古屋に寮を準備します

　-入社時の名古屋までの交通費を支給します

　-教育期間終了後の東京移動にかかる

　  交通費、引越し代をお支払いします。

教育担当がいる

資格費用負担（2回目の受験まで）

資格手当てが毎月付与される

実機学習可能

名古屋本社までの交通費実費支給します。



新卒採用　募集要項

インフラエンジニア（ネットワークエンジニア、サーバーエンジニア）

情報システムに関する以下の業務
・ＮＷシステムの企画、提案、プリセールス
　→ネットワークシステムの企画、提案
・サーバホスティング
・サーバの設置、設定、修復
　→サーバ（Ｗｉｎ，Ｌｉｎｕｘ，Ｍａｃ）の設計、構築、保守
・ＬＡＮ及びＷＡＮの設置、設定、修復
　→ＬＡＮ・ＷＡＮの設計、構築、保守
・インターネット接続サービス
・パソコンの設置、設定、修復
・Ｌｉｎｕｘスクールの運営、インストラクター

正社員

【対象】
専門学校卒業以上（科目不問）。新卒、第２新卒（卒業後2年程度まで）
最終審査合格後、入社日までに社内のＷｏｒｄ／Ｅｘｃｅｌテストに合格できる事
※基礎知識があり、操作できるかの確認テストです
年齢：26歳以下
※情報処理試験有資格者優遇（ＩＴパスポート試験、基本情報技術者試験等）

本社、東京オフィス,大阪オフィス

5名

基本給：名古屋勤務　　　　東京勤務　　　　　　　　大阪勤務　　　　　　　　研修中
・大学院卒：200,000円
・四大卒：192,000円
・短大、専門卒：184,000円
※東京勤務者については東京勤務手当（15,000円）が含まれます。

資格手当：月額5,000円～上限なし  (1資格につき5,000円～15,000円)
モデル年収：30歳　経験7年　5,000,000円～6,000,000円

実費支給（上限50,000円）

1回/年

2回　昨年度実績：約5ヶ月分/年

9：30～18：00（休憩12：30～13：30）

有

完全週休二日制。土日祝祭日
年末年始（12/29～1/3）、夏季休暇3日（6月～10月の間で取得）
特別休暇、有給休暇（労働基準法の通り）
年間休日120日以上、長期休暇制度

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

退職金制度（勤続3年以上）、奨学金返済支援制度

60歳（再雇用により65歳）

・大学院卒：215,000円
・四大卒：207,000円
・短大、専門卒：199,000円 

職種

業務内容

雇用形態

応募資格

勤務地

募集人数

賃金

通勤費

昇給

賞与

就業時間

転勤

休暇

保険

福利厚生

定年

・大学院卒：200,000円
・四大卒：192,000円
・短大、専門卒：184,000円 

・大学院卒：184,000円
・四大卒：176,000円
・短大、専門卒：168,000円 



　

9週目 　

10週目 　

　

6週目

7週目

8週目

11週目

12週目

　

研 修 内 容

1週目

2週目

3週目

4週目

5週目

◆LPIC（Level1-101,102）学習

◆3分間スピーチ（人前で話をする事、
　時間内に話す内容を要約し、
　わかりやすく伝えられるようになる）

◆代表と週に1度面談（会社の経営指針や
　YLP社員としてもってほしい考えなどを
　お話してもらいます）

教育担当者から一言

YLP にて教育担当をしている中村と言います。
SE というものは「人となり」と「技術力」が重要となります。
私は「技術力」という面で経験の少ない方のサポートを行い、
一人前にする事を役割としています。
初めて業界に入る方や学生の方は知識があっても
経験が不足している事が多々あります。

YLP では知識や経験が足りなくても、ヤル気があれば会社として
バックアップを行い、一人前に育て上げます。

研修期間のスケジュール

社内の環境やルール

PC各種ツール

LPIC CentOSインストール（仮想）

ビジネスマナー

SEとしての心得

ネットワーク基礎

Linux基礎

ビジネスマナー確認テスト

ネットワーク（TCP/IP,Catalyst）

サーバ基礎

LPIC学習進度確認・試験対策

ネットワーク確認テスト

サーバ（OS,AD,Linux管理,WEB）

ビジネスマナー確認テスト2

LPIC学習進度確認・試験対策

ネットワーク（L3スイッチ、ルータ）

サーバ（WinNW,バックアップ,Unix）

LPIC学習進度確認・試験対策

サーバ（Win,Unix）確認テスト

LPIC学習進度確認・試験対策

ネットワーク確認テスト

LPIC学習進度確認・試験対策

OJT

OJT

OJT

サーバ（Win,Unix）確認テスト2

OJT

総合テスト

研修終了（総合テスト・LPIC Level1-101,102　合格）



先輩社員から一言

私は未経験のまま IT 業界へと飛び込みました。

「現在はネットワークエンジニアとして、先輩社員の指導のもとネットワークの
設計、構築、保守などを行っています。
最初の内は分からない事だらけで戸惑う事も多かったです。
特に、ネットワーク機器が自分の求めている動作をしてくれない時が一番落ち込
みます。
ですが、入社してから学んだ技術や経験を活かし、失敗する理由を見つけるため
のトラブルシューティング行う事で正常に動作するようになった時はと ても気
持ち良いです。

学生の皆様も何事にも楽しみを見つけ出し、有意義な毎日を過ごして欲しいと思
います。

名古屋本社

愛知県名古屋市中区大須

四丁目 1-18

セイジョウビル 4F

地下鉄名城線：矢場町駅　徒歩 3分

東京オフィス

東京都豊島区南池袋三丁目 18-34

池袋シティハイツ 204

有楽町線：東池袋　徒歩 5分

JR 山手線：池袋　徒歩 8分

都電荒川線：都電雑司ヶ谷　徒歩 3分

副都心線：雑司が谷　徒歩 3分

大阪オフィス

大阪府大阪市淀川区西中島

六丁目 3-32

第 2 新大阪ビル 301

御堂筋線：新大阪　徒歩 5分

東海道 /山陽新幹線・

JR 京都線：新大阪　徒歩 7分

先輩社員から一言

私は 4月から入社し、現在に至るまでインフラをメインに仕事をしています。

入社して数か月は右も左も分からず、知らない単語が飛び交っていました。
ですが、自分なりに理解しようと努力をし、少しずつ単語も理解して
自分ができることも徐々に増え始めました。

自分のレベルが上がればもちろんできる仕事も増えていきます。
そこで新しい知識を得て、また自分のレベルを上げることができます。
このループが私にとって一番の楽しさです。

自分一人だけでは乗り越えれない壁も、先輩社員が支えてくださるので
すごく恵まれた環境にいるのだな。と、日々、今ある環境に感謝しています。

これからも感謝の気持ちを忘れず、逆に次入ってくる後輩に
その環境を提供できるような人間になりたいと思って頑張っています。

先輩社員から一言

私は未経験のまま IT 業界へと飛び込みました。

「現在はネットワークエンジニアとして、先輩社員の指導のもとネットワークの
設計、構築、保守などを行っています。
最初の内は分からない事だらけで戸惑う事も多かったです。
特に、ネットワーク機器が自分の求めている動作をしてくれない時が一番落ち込
みます。
ですが、入社してから学んだ技術や経験を活かし、失敗する理由を見つけるため
のトラブルシューティング行う事で正常に動作するようになった時はと ても気
持ち良いです。

学生の皆様も何事にも楽しみを見つけ出し、有意義な毎日を過ごして欲しいと思
います。

先輩社員から一言

私は 4月から入社し、現在に至るまでインフラをメインに仕事をしています。

入社して数か月は右も左も分からず、知らない単語が飛び交っていました。
ですが、自分なりに理解しようと努力をし、少しずつ単語も理解して
自分ができることも徐々に増え始めました。

自分のレベルが上がればもちろんできる仕事も増えていきます。
そこで新しい知識を得て、また自分のレベルを上げることができます。
このループが私にとって一番の楽しさです。

自分一人だけでは乗り越えれない壁も、先輩社員が支えてくださるので
すごく恵まれた環境にいるのだな。と、日々、今ある環境に感謝しています。

これからも感謝の気持ちを忘れず、逆に次入ってくる後輩に
その環境を提供できるような人間



ある一日のスケジュール　ある一日のスケジュール　～入社3年目～～入社3年目～

作業場所はセキュリティが
厳しく、入館者確認や
カメラ撮影禁止はもちろん
持ち物チェックなど行う場所も
あります。

メール・スケジューラを確認し、
一日の予定を決めます。

9 : 309 : 30

プロジェクトメンバーで
打ち合わせです。
まずは資料・作業内容の確認。
ここで指示を受けて現場で
作業を行います。メモはとても
大切。疑問点があればしっかり
確認します。

10 : 3010 : 30

搬入機器があるときは車で
移動します。

11 : 3011 : 30

現場近くで今日は早めに
ランチタイム！
穴場のお店が見つかることも♪

12 : 3012 : 30

お客様先にて作業開始。
つまずいてしまった時には
先輩から助言を頂く事も。

13 : 3013 : 30

本日の作業内容・作業結果の
報告。
報・連・相がＰＯＩＮＴ！！

17 : 0017 : 00

お客様への報告も終えて
帰社します。

17 : 3017 : 30

明日の作業準備を終えて退社。

18 : 0018 : 00

14 : 0014 : 00



レクリエーション
毎月1回開催される全体会議の後に、社員全員交流を深める機会を持つために食事会を開催しています。懇親会

イベント レクリエーション係企画のもと、社員旅行やバーベキュー、ウォーキング大会なども行っています！


