
オンタイム  オフタイム

Q.上田地域を選んだ理由は？
家族の希望もあり、専門学校に入った時点で地元で暮らそう
と決めていました。千曲市出身ですが、上田市の専門学校に
通ううちに街の雰囲気が好きになっていきましたね。上田駅
周辺は街並みがきれいでコンパクトなので、買い物や食事も
徒歩圏内で回りやすいのが魅力。城下町の風情や、山や川
に囲まれた風景も好きです。

Q.今の会社に決めた理由は？
専門学校で学んだプログラミングの知識を地元で生かせると
感じたからです。医療系システムからゲームまで幅広く手がけ
る事業内容も魅力でした。受託開発はせず、自社オリジナル
のシステムやゲームを開発しているので、アイデアを生かした
ものづくりに参加できそうだと思いました。

Q.上田地域で暮らす良さは？
全国的に見ても晴れの日が多く、過ごしやすいこと。冬も市街
地は比較的雪の量が少なく、暮らしやすいです。一方で少し
足を伸ばせば菅平にゲレンデがあり、好きなスノーボードを楽
しめるのが嬉しいです。

信州上田地域で働く
あなたに質問!

プログラミングを学んだのち、システムやゲーム開発を
手がけるズーに興味をひかれて入社。営業担当としてお
客様と直接対話しながら、技術の知識を生かして問題解
決に貢献できる今の仕事にやりがいを感じています。

1992年生まれ。千曲市出身。上田情報ビジネス専
門学校卒業。2017年、システム開発担当として入
社するも素質を見込まれ営業部に転属。趣味はギ
ターとドラム。

仕事
内容

上田で叶えたシステム開発の夢
　昔からゲームが大好きで、だんだん「自分でゲームを作ってみ

たい」という思いが強くなり、一大決心で大学を中退。地元に近い

上田市の専門学校に入学し、プログラミングを学びました。

　地元でシステム業界を中心に就職活動をしていた時、偶然新

聞で見かけたのが当社の広告。社屋のデザインに興味をひかれ

て「何の会社なのだろう」と調べてみると、医療用システムから

ゲームまで開発を手がける会社だと知り、志望を決めました。地

元で好きな仕事に携われるのは嬉しかったですね。

　システム会社は他社からの受託業務を行うところが多いです

が、当社の製品はすべて自社オリジナル。「自分のアイデアを生

かせるかもしれない」と感じたのも魅力でした。

　入社後はシステム開発者として研修を受けましたが、人とのコ

ミュニケーションが好きな性格を見込まれて、営業に転向するこ

とに。僕自身も人と話すことは楽しいですし、自分では気づかな

かった長所を認めてもらえたのは嬉しかったですね。

　当社は所属部署にかかわらず、それぞれのアイデアを尊重する

社風です。営業であっても開発のアイデアを出したり、医療系の

システム担当でもゲーム分野に提案をしたりと自由に意見を出し

合えるので、自分が学んできたことも生かせると思いました。

現場の声を届けるのがやりがいに
　担当しているのは調剤薬局向けのシステムの営業です。長野

を中心に群馬や東京など全国のお客様の元を訪ね、端末設置な

どの導入業務や操作方法の説明、アフターフォローなどを行って

います。

　導入後も、お客様とは長いお付き合いが続きます。お客様の経

営上の悩みを聞き、技術の知識を生かしながら当社のシステムで

解決する方法を提案することも大切にしていますね。問題が解決

してお客様の業務がスムーズになったり、「ありがとうございま

す」という言葉を頂いたりすると、とても嬉しいですね。また、製品

はこまめにバージョンアップされるので、情報をきちんと頭に入れ

てお客様に説明することを心がけています。

　お客様から頂いた要望や意見を開発部門に届けるのも私たち

の大切な仕事。技術の知識を生かし、現場の声を伝えています。

自社オリジナルの調剤薬局向けシステムの営業を担当してい
ます。上田を中心に全国のお客様の元へ出向いて導入や運用
をサポートしたり、課題をお聞きしてシステムによる解決策を
提案したりして、お客様の業務をサポートします。

4 5

医療営業部 本社営業

T ・ A さん
株式会社ズー

システム開発と営業、
両方の視点を持って
自社製品を広める。

株式会社ズー（上田市）

帰宅、夕食など
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納品で外回りへ
13:00～18:00
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12:00～13:00

睡　眠
23:30～7:00
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■池の平湿原（東御市） ■千曲川（上田市）■池の平湿原（東御市）■不動滝（長和町）

■余里の一里花桃（上田市 武石）

■タチアカネ（青木村）
   （オリジナルブランド蕎麦）

■美ヶ原高原・美しの塔（長和町）

■長門牧場（長和町）■長門牧場（長和町）

■湯の丸高原（東御市）

■菅平高原（上田市 真田）

■千曲川（上田市）

就職活動に決まった目的地はありません。自分の
可能性は思っている以上にあるので、業種を絞り
すぎずさまざまな分野に目を向けてみてくださ
い。おもしろい世界が開けるかもしれません。
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就活生に
アドバイス

横浜と上田で趣味のバンド活動を
　ロックが好きで、高校、大学時代とバンド活動を続けてきまし

た。これまでにギターとドラムの経験があり、今でも横浜の大学

に通っていた時の友人に誘われて、都内のライブハウスに出演す

ることも。上田でも、会社の音楽好きな先輩とスタジオに入って

セッションを楽しんでいます。

　特に人前で演奏するライブは、刺激があって楽しいですね。上

田から東京までは新幹

線ですぐなので、意外と

練習にも通いやすいん

です。交通アクセスがい

いおかげで、大学時代

の友人とは今でもよく

会っていますね。

　仕事の後や休日は、

家でギターを弾いたり

電子ドラムの練習をした

り。都会のアパートと

違って、あまり近隣への

音の影響を気にしなくていいのは地元ならではかもしれません。

　自然の中で過ごすことも大好きで、休日にドライブがてら近く

の長門牧場に出かけることも。アルパカや馬を近くで眺められ

て、楽しいですよ。冬は、上田駅から出ている直通バスに乗って

菅平高原へスノーボードに出かけるのも楽しみの一つ。こうした

自然豊かなエリアと東京、どちらへも気軽に出かけられるのは、

上田の良さですね。

　　　　　　　　  株式会社ズー 掲載ページは→P.83へ
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