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弁理⼠、特許技術者

 Exclusive job

I would like to build an office together

Job Information
Recruiter
SK Global Co Ltd
Hiring Company
we will develop professionals in a short period of time
Job ID
1094953
Company Type
Small/Medium Company (300 employees or less) - International Company
Non-Japanese Ratio
Majority Japanese
Job Type
Permanent Full-time
Location
Japan
Salary
7 million yen ~ 14 million yen
Salary Bonuses
Bonuses paid on top of indicated salary.
Work Hours
9:00 ~ 17:00
Refreshed
April 24th, 2021 02:00

General Requirements
Minimum Experience Level
Over 3 years
Career Level
Mid Career
Minimum English Level
Business Level
Minimum Japanese Level
Native
Minimum Education Level
Bachelor's Degree
Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description
Business for domestic / foreign (internal / internal / external) patents, designs, trademark applications, etc.
● Specification preparation business for patent applications●Intermediate processing and rights maintenance work according
to application agency to the JPO and examination registration at the JPO● invention consultation and invention search
business in the research and development process
● foreign applications, preparation, and application business of the international application
[electrical and electronic]

Page 2 of 3
the electrical system in general: software, communication, image processing, data processing, such as electronic circuit
★ especially of less than is being strengthened!
Those who have been involved in any of the following items
-Analog circuit board design
-Interface design with electronic devicesThe circuit design of the main body of the computer or peripheral devices
Those who have been involved in any of the following items
・ Programming by the assembler
・ Software design of kernel or its surroundings
・Software design related to servers such as servlets
Those who have been involved in any of the following items
・ Optical device design
・ Lens design
・ Manufacturing or design of optical parts
★ In particular, the following fields are welcomed
・ Technology related to artificial intelligence
・ Electronic circuits in general
・ IoT-related technology
・ Image processing in general
・ Communication technology including networks
・ Medical equipment (control, image processing, IT, etc.)
[Mechatronics]
Machines in general: Various machines/devices (including control), machine elements, construction, Office supplies, etc.
★ In particular, the following fields are welcomed
・
General automobiles including artificial intelligence application technology・ Automatic driving technology ・
Rotating machines such as DC motors ・
Production equipment such as metal processing and steelmaking
equipment ・ Energy equipment such as thermal equipment and power generation equipment・ Systems
・
Precision equipment such as aircraft engines・ Clocks ・ Printers ・
Amusement machines such as pachinko and pachislot machines
・ Robot control technology
・ Optical system of photography equipment
[Chemical / Bio]
Chemical / Bio system in general: General chemistry, metal / metallurgy , Functional materials, polymers / rubber,
Various batteries, ink / painting, electrophotographic, pharmaceuticals, etc.
★ In particular, the following fields are welcomed
/ pharmaceuticals (small-molecule pharmaceuticals, biopharmaceuticals, drug discovery research)
/ biotechnology in general

Required Skills
● Patent attorney, patent engineer(1) Electrical / electronic system
(2) Mechanical system
(3) Chemical / bio system_[Domestic / Foreign charge]
[Domestic / Foreign charge]
[Domestic / Foreign charge](4) Design [Domestic and foreign charge]
(5) Trademark [Domestic and foreign charge]
1) Specification preparation / intermediate processing business for domestic projects
2) Application / intermediate processing business for foreign projects
* 1), 2) Those who can take charge are welcome!

Company Description
ネットワーク・ソフトウェア開発関連の業界で最⾼のサービスを提供するために、東京で設⽴しました。
最⾼の⼈材を紹介するために専⾨の知識があり、特に知財の分野の⼈事と強いつながりがあります。
IT業界では、どんな⼈材が求められているかを⻑年のつきあいからその会社での求⼈像を伺っているので、採⽤側と求職者
が直接聞くことができない内容も当社を介して聞くことができ、両者によりよいサービスを提供できるように⽬指します。
IT関連業界では、慢性的な⼈材不⾜と急速なイノベーションによる先端技術者の不⾜が深刻となっています。⼈的サービス
を主とするIT関連企業様におかれましては、この２つの問題をいかに効率よく解決しいていくかが喫緊の課題となっていま
す。
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当社は、IT技術者に特化した⼈材紹介を⾏っています。
また、ミッションである「必要な時に、必要な⼈材を紹介」を実現するため、⽇本⼈IT技術者はもとより、国内に居住して
いる外国⼈IT技術者、また海外のIT⼈材会社との業務提携により外国⼈IT技術者の確保までとグローバル展開を実現してい
ます。
企業様が求めるIT技術者は多種多様です。
ソフトウェア開発、ITサポート、システムインテグレーション、アプリ開発、ITセキュリティ、ウェブ開発など、また新た
に⽣まれるテクノロジーにもグローバルネットワークを使い迅速に対応可能な⼈材を紹介しています。
ネットワーク・ソフトウェア開発関連の業界で最⾼のサービスを提供するために、東京で設⽴しました。
最⾼の⼈材を紹介するために専⾨の知識があり、特に知財の分野の⼈事と強いつながりがあります。
IT業界では、どんな⼈材が求められているかを⻑年のつきあいからその会社での求⼈像を伺っているので、採⽤側と求職者
が直接聞くことができない内容も当社を介して聞くことができ、両者によりよいサービスを提供できるように⽬指します。
IT関連業界では、慢性的な⼈材不⾜と急速なイノベーションによる先端技術者の不⾜が深刻となっています。⼈的サービス
を主とするIT関連企業様におかれましては、この２つの問題をいかに効率よく解決しいていくかが喫緊の課題となっていま
す。
当社は、IT技術者に特化した⼈材紹介を⾏っています。
また、ミッションである「必要な時に、必要な⼈材を紹介」を実現するため、⽇本⼈IT技術者はもとより、国内に居住して
いる外国⼈IT技術者、また海外のIT⼈材会社との業務提携により外国⼈IT技術者の確保までとグローバル展開を実現してい
ます。
企業様が求めるIT技術者は多種多様です。
ソフトウェア開発、ITサポート、システムインテグレーション、アプリ開発、ITセキュリティ、ウェブ開発など、また新た
に⽣まれるテクノロジーにもグローバルネットワークを使い迅速に対応可能な⼈材を紹介しています。

