Page 1 of 3

【業界未経験OK】 CATV(ケーブルテレビ） Network equipment engineer
メディア放送業界のグローバルリーダー★ 次世代の放送を担う新VODシステム！

募集職種
採用企業名
Vecima Solutions 株式会社
求人ID
1007220
会社の種類
中小企業 (従業員300名以下) - 外資系企業
勤務形態
正社員
勤務地
東京都 23区, 台東区
最寄駅
総武線各駅停車

（三鷹-市川-千葉）、

浅草橋駅

給与
経験考慮の上、応相談 ~ 600万円
勤務時間
9時〜17時30分

休憩１時間

休日・休暇
土日祝日、５月１日、夏季休暇、年末年始
更新日
2020年09月21日 01:00

応募必要条件
職務経験
3年以上
キャリアレベル
中途経験者レベル
英語レベル
ビジネス会話レベル
日本語レベル
流暢
最終学歴
高等学校卒
現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項
弊社は米国コンカレント本社が開発したビデオ・オンデマンドシステムおよび、ストレージ商品に付加価値を付け、販売・サポート・保守
などを行っており、対象マーケットは日本を含むアジアパシフィック地域です。
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取扱商品は、
１）ケーブルTV事業者向けの通信機器（主にDOCSIS 3.1対応機器）
２）最新のVideo on Demand（VOD）サービスに対応したコンテンツ配信システムと大容量ストレージ
３）CAMコーダ等により撮影されたコンテンツを配信可能な形に自動処理を行うコンテンツ ワークフロー マネージマント システム
等で、 ケーブルTV通信機器の革新、 OTT対応の最新の「Live配信」、「Start-Over-Enable」などお客様のコンテント視聴体験の変革を
可能とする機能の提供を行っています。
この度、TV事業者向け通信機器事業拡大のため新しいメンバーを募集いたします。
具体的には以下のような業務となります。
日本およびアジアパシフィックのケーブルTV事業者向けの以下の通信機器、ソリューションに関する営業サポート、導入保守サポート
業務
DOCSIS 3.1 Remote PHY (Access Node) 及び FMA（Flexible Mac Architecture）機器
Access Switch
Remote PHY Monitor
Legacy QAM Adapter
チームについて：
外資系ではありますが社員一人ひとりを大切にする気風に溢れています。何事もトップダウンではなく自立する事を求めています。
未経験からのメンバーもおり、職場のチームワークも良く、仕事を進めるうえで風通しの良い環境です。
このポジション魅力：
最新の通信技術者として、キャリアアップできるポジションとなります。
日本及びアメリカ本社での研修やOJTによって必要な技術を身に着けていただけます。
英語を活かせる機会：
本国での研修時も英語を使用します。本社とはメールのやり取りが基本となり、スピーキングよりも英文のドキュメントなどをきちんと理解
する英語力が求められます。

スキル・資格
<必須条件>
通信機器業務経験３年以上（CATV業界未経験でも可）
英語（ビジネスレベル）
<歓迎条件>
中国語
プリセールス業務
通信機器ベンダ資格
Cisco資格
CCAP・ケーブルモデム・STB取り扱い経験
ネットワーク設計・監視システム構築・障害対応
DOCSIS技術
普通自動車運転免許（AT限定可）
＜こんな方にお勧めです！＞
コミュニケーション能力に長けている方
成長意欲が高い方
何事にもポジティブに向き合える方
アジア地域への海外出張にポジティブな人
＜その他＞
雇用形態：正社員（試用期間：3ヶ月間）
入社時期：応相談
賞与：有り
出張：有り
出向・転籍：無し
有給休暇：入社年最大10日付与
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社会保険：完備（健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険）
福利厚生：福利厚生倶楽部（リロクラブ）加入
通勤手当：月10万円まで支給
定年制度：有り 60歳 再雇用有り 65歳

会社説明
CATV網やIPネットワークによる新しいコンテント視聴形態が世界規模で広がりを見せています。今や、時間にとらわれずいつでも好き
な時に好きな番組が視聴できるという先進的なシステムが誕生しています。また、スポーツなどの放送をLIVEでスマートフォンなどで視
聴するサービスは拡大の一途をたどっています。弊社はこのような最先端の高度な機能を可能とするシステムの提供を行っています。
最先端のサービスをケーブルTV事業者がより広範にコスト効率を高めて提供可能とするために、通信機器の革命が必須です。それが
DOCSIS 3.1やFMAに基づく通信機器で、弊社が開発、提供する機器は業界で注目されています。また、今後、この市場は急拡大する
ことが見込まれており、弊社が注力する市場分野です。
外資系ではありますが社員一人ひとりを大切にする気風に溢れています。何事もトップダウンではなく自立する事が求められます。職場
のチームワークも良く、仕事を進めるうえで風通しの良い環境です。
オフィスも環境良く福利厚生も組合健保、福利厚生倶楽部（リロクラブ）に入り充実しています。

Creative solutions powering brighter ideas
Concurrent is a global software and solutions company with a track record of success in developing disruptive, breakthrough
technologies that help to make the world a better, safer, and more vibrant place. Our mission is to create software and
solutions that captivate the imagination and inspire innovation, while providing a flexible foundation for growth. We’re a
company of dedicated, experienced professionals who are passionate about technology. Our people obsess over quality and
are fanatical about delivering the highest performance solutions to our customers so they can succeed in their most
ambitious endeavors.
Concurrent continues to change the world by developing new and innovative solutions based on our core Linux, storage, and
computing expertise. We are developing the applications that will enable our customers to drive the next wave of growth in a
broad array of industries.
We are inspired, energized, and enthusiastic about the future – so call us to learn more about what Concurrent can do for
you!

