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【港区⻁ノ⾨・外資系企業】 ⼈事総務担当 ★経理未経験でも数字が得意でエクセルを使
いこなせる⽅歓迎
マネージャーの業務軽減をサポートするため、英⽂で経理事務を担当する⼈材を募集

募集職種
採⽤企業名
ベクターリスクマネジメント株式会社
求⼈ID
1154072
会社の種類
中⼩企業 (従業員300名以下) - 外資系企業
雇⽤形態
契約
勤務地
東京都 23区, 港区
最寄駅
⽇⽐⾕線、

神⾕町駅

給与
400万円 ~ 550万円
更新⽇
2022年01⽉28⽇ 05:00

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
＜アピールポイント＞
ベクターマネジメント株式会社は、セキュリティマネジメント（危機管理）、リスクアドバイザリー（リスク評価）、
デューデリジェンス（適性評価）に特化したコンサルティング企業で、⼤使館や外資系本社ビルの受付⼊館管理やセキュリ
ティーなど、外資系企業向けのトータルリスクマネジメントを専⾨とする企業です。
オランダヒルズ森タワーに本社を置き、少⼈数なので個⼈のアイディアや意⾒も皆で共有し、他スタッフと協⼒するアット
ホームなオフィスです。
近年急成⻑をし続けており、各分野の業務増加傾向にあり、マネージャーの業務軽減をサポートするため、英⽂で経理事務

を担当する⼈材を募集します。
経理未経験でも数字が得意でエクセルを使いこなせる⽅歓迎です。
【仕事内容】
⼈事関連業務、企画
評価制度・報酬制度等、成果と評価に関する制度の構築・運⽤等
労務管理や勤怠管理、給与⽀払
⼊退社関連事務
採⽤業務、⾯接⽇程調整
VECTOR Group consists of Vector Rick Management KK (Japan) and Vector Risk Management Co., Ltd (Korea), both fullservice security and risk management firms based in central Tokyo and Seoul respectively. The Group also covers security
and risk management work in Hong Kong, China, and other major Asian cities.
It is a fully incorporated and licensed security services and investigations firm, which rebranded and became an independent
entiry from the SOA Group, one of Asia'a largest privatry held business intelligence and due diligence service providers.
The firm is headquartered in Holland Hills Mori Tower in the Kamiyacho / Toranomon business district.
勤務時間・曜⽇:
Typical weekdays, 0930~1800 (due to Covid-19, timing may change to 1000~1830 or other times accordingly), 1hour lunch
(work hours are adjustable if required).
May be required to work on weekends / holidays (leave in lieu provided)
【勤務地】
東京都港区⻁ノ⾨
アクセス：神⾕町駅より徒歩2分
【雇⽤形態】
インターン、契約社員、業務委託
給与：想定年収 4,000,000〜5,500,000円

スキル・資格
【職務経験】
⼈事業務：3年以上（必須）
学歴：学⼠（必須）
⾔語：英語（必須）
Required traits to Succeed:
Be an extension of senior management and have an 'ownership' mindset.
As a risk management and security firm, following instructions is critical to mission success
Support any ad hoc / relief tasks
Must be a team player and dependable
Must be resilient to criticism, complaints, issues
Ability to work under pressure and understand constantly evolving stakeholder needs
Ability to see the big picture while paying attention to deals
Patient to learn how the business works to eventually repidly grow with the firm
Be pro-active and a problem solver
その他事項
Proven experience as a bilingual professional in a high pressure, fast paced environment
Native Japanese language proficiency and minimum TOEIC 750
Proficeincy in Excel and MS Office
Good planning, excellent interpersonal skills and time management
University graduate with at least 3years working in a professional environment, preferably a multination firm.
Strong sense of responsibility, well-organized, independent, self-motivated, ability to multi-task and work under
pressure.
Positive, efficient and practical approach
Excellent written and oral communication skills
Professional work ethic, no office
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休暇・休⽇:
Holidays: Weekends, Public Holidays and annual PTO 10days+α
Social security

会社説明

ベクターリスクマネジメント株式会社を含むVECTORグループは、東京とソウルに拠点を置き、豊富な経験と⻑年培ってき
た信頼でセキュリティー全般のフルサービスを提供しております。投資、M＆A、業務提携、その他あらゆる事業経営にお
けるビジネスリスクを⼤幅に軽減させることを可能にし、安全・安⼼・信頼で質の⾼いセキュリティ及びリスクマネジメン
トのサービスを主要都市中⼼にアジア全域に展開しております。
ベクターリスクマネジメントのセキュリティチームは、元警視庁捜査官、検察官、警視といった警視庁出⾝者、反社会的組
織や反市場的組織を専⾨とする公安部⾨元⾼官、陸上⾃衛隊元少将などの⾃衛隊出⾝者などを含む各業界で実務経験を積ん
だ専⾨家スタッフにより構成されております。また、調査チームは、それに加え政府機関、経済や反社・反市場勢⼒を専⾨
とするジャーナリスト、⾦融アドバイザー、経済評論家などからなる専⾨知識を得た情報網により、⾼い調査⼒および分析
⼒で確かな情報をご提供いたします。
ベクターリスクマネジメントは、お客様が安⼼して取引を⾏い、法⼈や個⼈のビジネスパートナーの⽅々と良好な関係を保
つため、各分野において専⾨知識をもったスペシャリストによるセキュリティ＆リスクマネジメントサービスをご提供し、
事業経営におけるビジネス上のあらゆるリスクに対応する危機管理において、フォーチュングローバル500に⼊る企業様、
超富裕層、政府⾼官や⼤使館からの要請にも常に万全の体制でお応えしています。

