Goertek
We make it together

Goertek Technology Japan 株式会社
求人票
■職種：

プロジェクトマネージャー (Project manager)

■募集人数：

1名

■勤務地：

東京（秋葉原）

■雇用形態：

正社員

■募集理由：

増員

■入社時期：

応相談

■業務内容：
プロジェクト管理 Project management
・顧客注文の受理とレビューに参加する。
Participate in the acceptance and review of customer’s orders.
・顧客(産業ドローン会社)に対する技術支援。
Provide customer with product-related technical support.
・製品(ドローン)の組み立てと使用のトレーニングを顧客に提供する。
Provide customer with product-related assembly and use training.
・製品需要分析を行い、上海プロジェクトチームと協力して、プロジェクト
の成功率向上を行う。
Responsible for collating product demand analysis and cooperating with
Shanghai Project team to improve the success rate of project.
・上海チームを介して、技術計画の確認、プロジェクト関連の技術的な報告を
行う。
Pull through the Shanghai team to undertake project-related technical
communication work, such as technical plan confirmation, project
progress communication and others.
・Tokyo Service Team の予算と実算の管理
Management of budget & actual calculation of Tokyo Service team.
・上海の営業部門と連携し、適宜支援する。
Cooperate with the sales team in Shanghai and provide supports.
アフターセールスサポート After-sales support
・ドローン関連のメンテナンス製品検査、メンテナンス、デバッグを主導する。
Leading drone related maintenance product inspection, maintenance and
debugging
・製品の機能、パフォーマンス等のテストに参加する。
Participate in the testing of product functions, performance and other
aspects.
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・ドローンを制御し、メンテナンスマシンの飛行テストを行う(必須では無い)。
Control drones and perform maintenance machine flight test. Not
mandatory.
・アフターセールスの問題点を毎月整理し、毎月の品質データ分析報告と提案
を行う。
Organize and record after-sales problems monthly, provide monthly
quality analysis reports and improvement proposals.
■求める人材：

【必須学歴】
・4 大卒以上（学士、修士、博士）University graduate or above
【必須経験】
・メカトロニクス、エレクトロニクス、通信、航空模型飛行機、およびその他
の関連専攻
Mechatronics, electronics, communications, model aircraft and other
related majors
・B to B ビズネスの経験
B to B business experience
・複数の部下を持ち、組織を管理できる能力。
Ability to have multiple subordinates and manage the organization.
・実務経験 7 年以上

7 years or more of work experience

【必須知識】
・電子機器に関する豊富な知識と、回路図を読む能力。
Rich knowledge of electronics and the ability to read circuit diagrams
【歓迎する経験、知識】
・ドローン製品の知見、サービスの経験。フライト経験があれば尚可。
Experience in drone product and service. flight is preferred.
・電子部品のはんだ付け
Ability to solder electronic components
【語学】
・英語：中級以上(メール、会議)
English: Intermediate or above ( email. meeting)
・中国語ができれば尚可 Chinese: Preferred
■勤務時間：

1 日 8 時間労働とするフレックスタイム制
休憩： 12:00-13:00
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コアタイム：10:00-17:00（在宅勤務制度あり）
■給与：

応相談 (年俸 600 万～)

Negotiable (annual salary 6million~)

■業績賞与：

個人のパフォーマンスと会社の業績に応じて決定します。

■昇給：

個人のパフォーマンスと会社の業績に応じて決定します。

■休日・休暇：

完全週休 2 日制（土日休み）
、祝祭日、夏季休暇 3 日、年末年始休暇など

■福利厚生：

４大保険完備（厚生年金、労働保険、雇用保険、健康保険）
通勤費支給（上限あり）
、有給休暇、特別休暇（慶弔休暇等）
、傷病休暇、
退職金制度、出張手当等

■試用期間：

6 ヶ月間

■選考プロセス：

書類選考→面接 3 回→内定→入社

■応募書類：

下記応募書類をご用意ください。
（１）履歴書（写真付）
（２）職務経歴書
（３）英文レジュメ

■嘱託社員の場合：

嘱託社員の場合、正社員採用とは雇用条件が異なります。
以上
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