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System Operation システム監視

(Monitoring)

Work in English (No Japanese required)

募集職種
採用企業名
株式会社SBI BITS （エスビーアイ ビッツ）
求人ID
685268
部署名
Application Support
会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数)
外国人の割合
外国人 半数
勤務形態
正社員
勤務地
東京都 23区, 港区
最寄駅
南北線、

六本木一丁目駅

給与
経験考慮の上、応相談
ボーナス
固定給+ボーナス
勤務時間
労働時間 9時間(シフト制)
休日・休暇
シフトによる（代休あり）
更新日
2019年12月13日 00:00

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 (英語使用比率: 常時英語)
日本語レベル
基礎会話レベル
最終学歴
短大卒： 準学士号
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現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項
Your team
Medium sized, heterogeneous environment supporting a large stock trading application, back office processing, and
office automation / Intranet services. Servers are running on Linux.
Supporting 24-hour operations, shift work and/or on-call required and occasional week-end work (testing with
customers)
Day to day activities include: matching engine, market feed, and connectivity support, maintenance, design and
development of internal applications and scripts.
Responsibilities:
Monitor complex production systems/infrastructure and address production issues
Ensure smooth running of our trading platform
Provide assistance to help customers resolve problems
Troubleshoot issues and escalate to responsible teams
Participate in daily take-over briefings

スキル・資格
Requirements:
Excellent written and verbal communication skills
Good command of English and basic Japanese
Strong attention to details and organizational skills
Team player
Ability to manage multiple tasks simultaneously
Troubleshooting skills
Strong problem-solving skills
Excellent client-facing skills
Crisis management skills and ability to manage stress under critical situations
Desire to learn new technologies
Able to work on a 24x5 rotating shift, with occasional weekend support
Minimum Qualifications:
Bachelor’s or advanced degree in engineering
Fresh graduates are welcome
Familiar with SQL and Linux commands
Proficient in spreadsheets, databases and MS Office
Knowledge of FIX, OUCH, and similar trading protocols a plus
Broad understanding of Japanese financial markets a plus

会社説明
SBI BITSは、SBIグループの創業者 北尾吉孝代表の描いたビジョンを実現するため、グループ金融IT戦略の要として設立されまし
た。
SBIグループの基幹事業の一つである金融サービス事業向けにシステムを提供する金融システム開発会社です。400万のオンライン
口座を持つSBI証券、また、日本最大の私設取引所（PTS）であるSBI ジャパンネクストのシステム運営は私たちのコア・ミッションであ
り、お客様の注文を各取引所へ確実に取次ぐことや、お客様同士の注文を滞りなくマッチングさせるといった高度かつ複雑な技術が要
求されるサービスを長年サポートしてきました。
近年は、香港、大連、タイと海外進出を果たし、各地をこれからのプロジェクトを支える重要なソフトウエア開発拠点と位置付け、より厚
みの増した体制で、これまで以上に安定したサービスを提供してまいります。
金融システム開発で培った技術力は、今後FinTechという新たな領域へと拡大していく予定です。仮想通貨やブロックチェーン、人工
知能などの新しい技術を駆使し、金融機関の既存業務を根本から生まれ変わらせ、これまでは存在し得なかった次世代の金融ITソ
リューションを開発してまいります。
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設立以来、世界各国から様々な分野のエキスパートが集まり、今や40を超える国々の社員が働くインターナショナルな環境となりました。
彼らを率いるのは、金融IT業界で20年以上のキャリアを持つトップリーダーたちです。英語が公用語です。私たちは、社員一人ひとりが
常に新しいことに挑戦し、成長を実感できるよう、自己啓発と一致協力を大切にしています。
☆こんな志向の方大歓迎です☆
●仮想通貨、Blockchain、人工知能、Machine LearningなどFintech分野に強い関心をお持ちの方
●40ヶ国のエクスパート達と一緒に世界最先端の技術を開拓したい方
●年功序列より、成果主義を重んずる方
●英語の環境に馴染みたい方
About us
Originally established as the core of SBI Group’s FinTech strategy in July 2015, SBI BITS has fulfilled and surpassed this
role, cementing its position as an up-and-coming Asian FinTech company with offices in Tokyo, Hong Kong and Dalian.
We are the primary provider of IT services to Japan’s largest online trading firm, SBI Securities. By utilizing and developing
cutting-edge advancements in financial technologies such as Blockchain KYC/AML, rock-solid data center management, lowlatency colocation services, and the world’s fastest matching engine, we supply clients with high financial solutions in an
ever-evolving market. We also provide full support of key technology for SBI Japannext, the largest PTS by trading volume in
Japan and accompanying services.
We have gathered IT experts from all over the world and currently boast an international working environment of
employees from over 40 countries. Top leaders, with more than 20 years of experience each in the FinTech industry, are
spearheading the group.
Our identity is to be Japan's most modern FinTech Company that changes with the times, providing Financial
Technologies based on customer needs, and ensuring that we're always innovating, always one step ahead, and always
committed to the needs of the customer.
Our culture
We want people who value teamwork with a result-driven mindset, who thrive in a challenging and diverse working
environment. We value your passion and commitment, and reward your performance.

