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【プロジェクトマネージャー】客先常駐／ベトナム系IT企業／東京・名古屋・⼤阪（転勤
なし）
海外・ベトナム好きな⽅！

Job Information
Recruiter
AMM Recruitment
Job ID
1205593
Company Type
Large Company (more than 300 employees) - International Company
Non-Japanese Ratio
Majority Non-Japanese
Job Type
Permanent Full-time
Location
Tokyo - 23 Wards, Minato-ku
Salary
8 million yen ~ 12 million yen
Work Hours
9:00〜18:00 （所定労働時間：8時間0分、休憩時間：60分）
Holidays
完全週休2⽇（⼟⽇） 、夏季休暇、年末年始休暇、会社創⽴記念⽇、ベトナム旧正⽉、有給休暇（10⽇〜20⽇、消化率8割
以
Refreshed
January 18th, 2022 09:00

General Requirements
Minimum Experience Level
Over 3 years
Career Level
Mid Career
Minimum English Level
Business Level (Amount Used: English usage about 25%)
Minimum Japanese Level
Native
Minimum Education Level
High-School or Below
Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description
【仕事内容】
・⽇本の⼤⼿企業等に常駐し、直接顧客とのコミュニケーションを図り、委託開発業務の開発計画の⽴案、および開発要
件、仕様の取り纏め。
・要件定義および基本設計作業を推進。
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※設計以降は、ベトナムのプロジェクトチームへ仕様を伝達、案件推進管理、オフショア開発へとつなぎます。
・顧客リリース前の成果物レビュー検査、およびリリース後の不具合対応。
【主なクライアント】
・国内の⾦融業、製造業、流通業、等々多岐にわたる⼤⼿企業がクライア ントです。
・⼤⼿飲料メーカー、⼤⼿通信キャリア、⼤⼿⾃動⾞会社、⼤⼿電⼒会 社、⼤⼿保険会社、⼤⼿信託銀⾏、⼤⼿航空会
社、⼤⼿家電メーカー 等
【この会社、お仕事の魅⼒】
・当社は、３年で売り上げ３００％UPという急成⻑ を遂げている企業です。
・⽇本の⾼い技術⼒、品質へのこだわりとベトナムの勤勉で豊富なITエンジニアリソースを融合することで、技術、品質、
コストにおける競合優位性 を確保している企業です。
・外資系ならではの⾵通しのよいオープンマインドな職場環境が整っています。従業員の9割がベトナム⼈ですが、⼤多数
の⽅は⽇本語が堪能で すので、社内でのコミュニケーションも円滑に⾏われています。 ・若い会社でこれから作っていく
会社です。⾃ら考えてビジネスを作ったりすることで、会社をデザインしていける場があります。
・戦略設計や企画・⽴案を⾏うだけにとどまらず、導⼊、開発、運⽤、保守 にいたるまでの⼀貫したビジネスとテクノロ
ジーに関わることができます。
【待遇・福利厚⽣】
・社会保険 ・厚⽣年⾦、健康保険、雇⽤保険、労災保険、厚⽣年⾦基⾦
・通勤⼿当：⽉2万円まで、職務⼿当
※マネージャクラス以上の場合：裁量労働制（役職⼿当 ⽉24万〜）を含む
※シニアコンサルタント以下の場合：職務⼿当（⽉40時間の固定残業⼿当 9万円〜)を含む
・完全週休2⽇（⼟曜⽇、⽇曜⽇） 、夏季休暇、年末年始休暇、会社創⽴記念⽇、ベトナム旧正⽉、有給休暇（10⽇〜20
⽇、消化率8割以上）、年間休⽇⽇数：125⽇
・慶弔⾒舞⾦ ・総合福利厚⽣サービス（ベネフィットステーション）
・2年⽬より年⼀回ベトナムへの往復航空券制度、社員旅⾏、⻘年団体活動、安全衛⽣委員会
・社内イベント：新年会、花⾒、運動会、Music Festival、Parents Day、 Women’s Day、Men’s Day、Kid’s Day など
・クラブ活動：英語、ベトナム語、⽇本語クラス、フットサル、バドミントン、ゴ ルフ、写真 など

Required Skills
【必須要件】※下記の経験がある⽅。
・プロジェクトマネージャーとしての経験を5年以上ある⽅。
・要件定義、基本設計の経験を有し、指導経験がある⽅。
・ソフトウェア品質管理に精通、指導経験がある⽅。
・担当顧客の業界に関する知識、業務知識に精通している⽅。
【歓迎要件】※下記の知識、スキル、経験がある⽅、尚可。
・新しい技術・知識を積極的に吸収する⽅。
・グローバル案件の担当経験、外国企業や外国⼈との実務経験がある⽅。
・オフショア開発に関連する経験がある⽅。
・プロジェクト管理者資格保有者、情報処理系資格保有者
・⾼い英語⼒がある⽅。
【求める⼈物像】
・結果重視、問題解決に注⼒して推進する⼒をお持ちの⽅。
・強いロジカルシンキングがある⽅。
・オープンマインドで、⾼い適応の能⼒で、新しいことへの挑戦が好きな⽅。
・チームワーク精神をお持ちの⽅。
・前向きに挑戦しつづけ、それを楽しめる⽅。

Company Description

AMM株式会社では
”A Better Work, A Better World”
をモットーに
皆様の幸せに繋がる転職や
キャリアの実現を
スタッフ⼀同でサポートさせていただいております。
仕事を楽しむ。
仕事を通して、⼼の充実感と、達成感を得る。
個⼈の充実した⽣活が、社会にもポジティブな影響を与える。
そのビジョンが広まれば、世界はさらに良くなっていく。

私たちはその気持ちを⼤切に、⽇々活動しております。
モロッコ出⾝の社⻑をはじめ、
多国籍な少数精鋭スタッフが在籍する
アットホームな事務所です。
丁寧なカウンセリングに⼒をいれ
量より質を重視したサービスを⼼がけています。
国籍や年齢やジェンダーに捉われず、
どなたにでも喜んでいただけるサービスを⽬指しています。
直接お取引させて頂いている企業様からの⾮公開案件も多数扱っています。
もちろんカウンセリングのみでも⼤丈夫ですので、
転職やキャリアに関する疑問や質問など、
まずはお気軽にご相談下さい。
⽇本⼈スタッフもいますし、外国⼈スタッフも⽇本語対応OKです
At AMM Recruitment, we provide a custom approach to every job seeker we work with. Whether you’re looking for a career
change, a temporary position or something in between, we have the experience to match you up with a job opportunity that
fits your career aspirations.
We operate as a boutique firm, keeping our numbers small, our staff senior and our solutions flexible. Our smaller numbers
result in a focus on the quality of our work and building long term relationships, rather than achieving a higher quantity of
placements.
Get in touch with us today to discuss how we can help with your job search or hiring needs.
https://amm.co.jp/
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