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【東南アジア・北⽶担当】半導体製造装置の海外営業
年間休⽇128⽇

海外売上⽐率80%

Job Information
Recruiter
SCYLOG COMPANY LIMITED
Job ID
1127208
Company Type
Large Company (more than 300 employees)
Non-Japanese Ratio
Majority Japanese
Job Type
Permanent Full-time
Location
Japan
Salary
4 million yen ~ 8 million yen
Work Hours
8:30~17:00
Holidays
年間休⽇128⽇
Refreshed
April 24th, 2021 02:00

General Requirements
Minimum Experience Level
Over 1 year
Career Level
Mid Career
Minimum English Level
Daily Conversation (Amount Used: English usage about 50%)
Minimum Japanese Level
Native
Minimum Education Level
High-School or Below
Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

海外営業（主に⽶国、シンガポール、マレーシア）として下記業務をお任せします。海外出向や出張の機会もあり、グロー
バルな環境で働きたい⽅には最適な環境です。
◆北⽶に本社を持つ半導体⼤⼿メーカーに、⾃社半導体製造装置の販売、並びに業界の市場調査、分析、戦略⽴案を⾏いま
す。
商談獲得からお客様先での装置検収完了までのすべての業務に携わります。
■事業について：

半導体製造装置（FPD,ワイヤーボンディング等）の研究・開発・設計・製造・販売および保守サービス
加えてヘルスケア、産業機器・その他事業を展開しています。
半導体は5G/IOTを控え安定成⻑を続けており、更なる事業拡⼤の為、組織の強化を急いでいます。

Required Skills

【必須要件】下記いずれかの経験をお持ちの⽅
・商社やメーカー、消費財メーカーにおける法⼈営業経験2年以上
・不動産や⾦融など⾼額単価商材の営業経験2年以上
・ビジネス以上の英語⼒（TOEIC700点以上）

【歓迎要件】
・モノづくり業界における経験
・基礎的なIT知識
・無形商材の法⼈営業経験
・マネージメント経験10⼈以上

【求める⼈物像】
・⽬標達成思考の強い⽅
・明るい⽅

Company Description

SCYLOG株式会社（サイログ）は、ITコンサルティング、SAP社ERP保守運営サービス、ITアウトソーシングを実施してお
ります。
プロジェクトマネジメント、オフィス移転、ITサポートなどお客様のご要望に合わせたサービスを提供しており、主に多く
の外資系企業のお客様とのお取引で豊富な実績を持っております。SAPアプリケーションの運⽤保守、改善要望・追加開発
の実施、コスト最適化・低減のご提案などのSAP社ERP保守運⽤サービスに注⼒しています。全てのサービスはマルチリン
ガル（⽇本語・英語・中国語など）で対応が可能ですので、⽇系企業の海外導⼊、外資系企業の国内導⼊に関してもご相談
ください。

全てのサービスはマルチリンガル（⽇本語・英語・中国語など）で対応が可能
⽇系企業の海外導⼊、外資系企業の国内導⼊に関してもご相談ください。
サイログが携わるプロジェクトは、主に３つの種類に分類することができます。
1. ⽇系企業の国内導⼊
⽇系企業の国内導⼊。⽇本全国で対応が可能です。複雑なビジネスプロセスや⽇系企業ユーザーのハイレベルな業務・シス
テム要求に応えます。
2. ⽇系企業の海外導⼊
⽇系企業の海外拠点導⼊。⽇本本社の要件をとりまとめ、それを海外現地法⼈に展開します。現地の法的・会計要件を踏ま
え、海外ローカルパートナーと連携を⽀援致します。
3. 外資系企業の国内導⼊
外資系企業の⽇本法⼈への導⼊。海外親会社や⽇本法⼈の外国⼈トップマネジメントとのやり取り等を円滑に⾏い、⽐較的
短期間でのプロジェクト完遂を⾏います。多⾔語対応可能。

【各種サービス】
ERP運⽤保守サービス
社内には、アジア各国出⾝のマルチリンガルのマイクロソフト認定コンサルタント、プロジェクトマネージャーを多数擁し
ておりますので、⽇本国内に留まらず、幅広いグローバルプロジェクトサポートが可能です。
プロジェクト・マネジメント
サイログのプロジェクトマネージャーはPMP資格を持つプロフェッショナルであり、国際的なプロジェクト業務経験を持っ
ています。
ITコンサルティング

Page 2 of 3

業界知識と経験に基づいたビジネス分析と戦略の⽴案⽀援
プロジェクトマネジメントとポートフォリオマネジメントモデルの提案と構築
マルチリンガルPM、PMOがサポート
SCYLOG is a Tokyo-based SAP Consultancy, offering SAP ECC and S/4 HANA development services to clients
across the world, with a focus on sustainable and progressive solutions to IT challenges.
Whether you are looking for an expert SAP consultant as an extension to your IT team, or end-to-end project design and
implementation of any size, SCYLOG delivers services to organizations at any scale.
We have teams of multi-national consultants and Japanese bilinguals to support global projects locally.
Our experienced SAP consultants totally support your process transformation, core system construction, and it’s stable
operation through upper business consulting, system implementation, development, operation support, and maintenance.

SCYLOG Services
SAP Custom Development
Custom development services deliver innovative solutions designed to match your requirements.
SAP Application Management
Helping organizations to maintain, extend and manage any enterprise SAP support environment.
SAP Integration Services
Tackle complicated legacy systems with integration services to optimise your application portfolio.

IT CONSULTING SERVICES
SCYLOG is a multilingual (English/Japanese/Chinese) Systems Integrator, IT Consulting & Outsourcing Company
based in Central Tokyo Japan and covering the whole of Japan.
We have extensive experience in IT Consulting, SAP ERP consulting, Project Management, Office moves/setups & ongoing
IT Support Services specially customized to client needs.
Also, we can supply Hardware & Software, arrange for Electric Cabling, LAN Cabling, Telephone Systems, etc., for the
Japan Office of foreign-owned international companies.
In short, we are your internal IT Manager. All of our bilingual services can be provided in English, Japanese and Chinese.

SAP/ERP CONSULTING
SCYLOG experienced SAP consultants totally support your process transformation, core system construction, and it’s stable
operation through upper business consulting, system implementation, development, operation support, and maintenance.
SCYLOG consulting has experiences of various implementations. Taking advantage of the know-how, reliable
implementation method, and project management that we have acquired from these experience, we assure the
implementation of each phase in SAP implementation projects.
Process transformation support, project planning/analysis, project management
SAP ERP implementation consulting (FI, CO, SD, MM, PP, Basis)
SAP ERP international roll-in, roll-out
Design and develop add-on functions (ABAP)
Operation/maintenance support, upgrade support
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