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Program Manager/バンキングクライアントのプログラムマネージャー

 独占求人

Program Manager for a Banking Client

募集職種
採用企業名
フィデル・コンサルティング株式会社
支社・支店
優れた雇用主を認定する「Top Employers Institute」において、2020年度に「最高の雇用主」と認定された企業
求人ID
1045989
勤務形態
契約
勤務地
東京都 23区
給与
1200万円 ~ 1400万円
更新日
2020年07月14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
ネイティブ
最終学歴
大学卒： 学士号
現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項
•顧客銀行のさまざまなレベルでの利害関係者の管理により、売上を確実に成功させる
•プロジェクトの計画、スコープの管理、問題とリスクの管理、予算管理のために小さなPMオフィスを管理する
•
•

Stakeholder management at different levels in the customer bank, to ensure successful sales win
Manage a small PM office for project planning, scope management, issue and risk management, budget management

スキル・資格
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スキルの説明
•日本のメガバンクでITプロジェクトの実行に関するシニアマネージャーとして（従業員またはコンサルタントとして）の経験が必須
•ビジネスレベルの英語を話すネイティブレベルの日本語は必須です
•多国籍/オンサイトオフショアモデルでの作業経験がある方はプラスですが、必須ではありません
Skill Description
• Experience working as a senior manager on IT project execution at Japanese megabank (either as an employee or as a
consultant) is mandatory
• native-level Japanese, with business-level English, is a must
• Some experience working on multinational / onsite-offshore model is a plus, but not mandatory

会社説明
迅速な対応をお求めですか？
なかなか進まない就職活動・転職活動は嫌だと感じていらっしゃいませんか？
市場には出ていない、未掲載の仕事に関してもご興味をお持ちですか？
面接の前に、一対一での練習はいかがでしょう？特に英語での面接の際には役立つはずです！
弊社は、あなたを面接する面接官や予想される質問に関して、より詳しい情報をご提供できます。
準備なしで送り出したりはいたしません。採用までの過程の全ステップをお手伝いします。
フィデルのコンサルタントは、社名に冠された Fidelity = Faithful (忠誠) を真摯にお届けいたします。
フィデル・コンサルティング株式会社は、フィデル・テクノロジーズ株式会社の人材紹介部門の子会社です。アジア太平洋地域を拠点に
活動し、候補者のキャリア面・給与面での向上をお手伝いをさせていただいております。フィデル・コンサルティングは、正社員紹介およ
び人材派遣に関して認可を受けており、候補者の望むあらゆる契約条件をサポートします。お問い合わせをお待ちしております！
テクノロジー企業のグループ会社としての経験と知識を活かし、CTO、IT管理職、ヘルプデスク、開発者、データ サイエンティスト、インフ
ラ エンジニア、SAP コンサルタント、プロジェクトマネージャーなどの技術専門職候補者をサポートします。テクノロジーに加え、グローバ
ル職や言語職への知識豊富なコンサルタントが皆様の求職活動・転職活動のお手伝いをいたします。
さらに、特定の顧客に特化した候補者の専任開拓も行います。正社員、短期・派遣社員、契約社員、いずれもおまかせください！
Do you want a quick reply?
Do you want fast results in your job search?
After you apply do you want to hear about other related jobs that are hidden from the market and unposted?
How about one on one practice before your interview?
Would that be useful? Especially if it is an English interview!
We can provide the inside information on the interviewer and expected questions.
Don't go in blind. We will help every step of the way.
Fidel Consultants stand by our name, Fidelity = Faithful.
Fidel Consulting KK, is the Recruiting Subsidiary of Fidel Technologies KK. We operate throughout Asia Pacific working with
candidates to help them to advance their careers and increase their salaries. Fidel Consulting is licensed for Permanent
Search as well as Temporary Placements.
Candidate support for technology professionals including CTOs, IT Managers, Help Desk, Developers, Data Scientists,
Infrastructure engineers, SAP Consultants, Project Managers. With our experience and knowledge of technologies, global
and language professionals, we will help your job search and human resource search.
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In addition, exclusive development of specialized candidates for dedicated clients. Permanent, Temporary, Contractor all OK!

