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(Hot Job!) Computer Vision Engineer コンピュータビジョン
Cutting-Edge Aerospace!

募集職種
⼈材紹介会社
ネクスト・ムーブ

株式会社

採⽤企業名
Leading Aerospace Firm in Tokyo!
求⼈ID
1208211
雇⽤形態
正社員
勤務地
東京都 23区
給与
500万円 ~ 900万円
更新⽇
2021年11⽉30⽇ 12:00

応募必要条件
職務経験
1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
⽇常会話レベル
最終学歴
⼤学卒： 学⼠号
現在のビザ
⽇本での就労許可は必要ありません

募集要項
Looking to work with cutting-edge technologies? This is the one!
An opportunity at an Innovative Aerospace Company specializing in 3D Object Detection with,
■ International teams!
■ Dynamic Projects!
■ Cutting Edge Technologies!

Main Responsibility:
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■ Research & Development of Cutting-Edge Geo-solution (Including Computer Vision, Machine Learning, and Remote
Sensing
■ Maintain expert-level knowledge of software debugging and give suitable solutions quickly
■ Work with many different teams and continue to improve your team's skills

スキル・資格
■ 2+ years of experience in Computer Vision or Image Processing
■ Degrees in computer science, statistics, machine learning, robotics, applied math, or equivalent field.
■ Knowledge of statistics and Machine learning algorithms
■ Previous Robotics or Aerospace Background are most welcome!
■ Experience in Linux or embedded C++ or Python is good to have
■ Business Level English or Japanese (Only one is fine; ⽇本語だけでも⼤丈夫です)
For more info, contact Sadanan.vorlaruxtara@nextmove.co.jp or 03-4580-6605

会社説明
ネクストムーブは企業にとって最も⼤切な財産は「⼈」であると考えています。
ビジネスを成功に導く鍵は有能な⼈材にあります。仕事内容はもちろんのこと、⼈物、社⾵そしてタイミング。複合的な要
素が⼀つに重なりあった時、始めて企業と⼈、⼈と⼈が⼀つの形として繋がる―。このような瞬間に我々は幾つも⽴ち会っ
てきました。
当社では新たなキャリアチャンスをお探しの⽅、リソース・ソリューションをお求めの企業の皆様と個々に信頼関係を築く
ことを⼤切にしています。
このようなアプローチをすることにより、お仕事をお探しの⽅のスキルだけに注⽬するのではなく、どのような⽅であるの
か、次のステップに何を求められているのかを理解をした上で多⾓的な視点に基づいたアドバイスやご提案をし、皆様が新
しい環境で楽しく、意欲に満ち、やりがいのあるお仕事ができるようお⼿伝いをさせていただくことができます。
また、求⼈中の企業の皆様には求⼈職務記載内容にとどまらず、⼀企業様として組織内容やビジネスを充分に理解した上
で、ご提案・ご紹介をさせていただくことができます。

Next Move understands that the most important asset of any business is its people.
And because it’s people that make a successful business, our primary focus is building a strong relationship with you;
whether you are a candidate seeking new career opportunities or a client that requires human resource solutions.
For candidates this enables us to not only understand your unique skill set, but also importantly allows us to offer advice and
closely match, in all ways, what you are looking for. Because we want you to be happy, motivated and challenged in your
new career.
For a client it means that we have an understanding of you as a company To us you are never just another job description.

