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【シンガポール勤務】

大手商社系ITソリューションカンパニー

成長著しいアセアン地域にてＩＴ領域の海外営業経験がつめます！

募集職種
人材紹介会社
ジェイ エイ シー リクルートメント シンガポール
採用企業名
大手日系ＩＴソリューション企業
求人ID
822254
部署名
ＪＡＣ
会社の種類
中小企業 (従業員300名以下) - 外資系企業
外国人の割合
外国人 多数
勤務形態
正社員
勤務地
シンガポール
給与
450万円 ~ 800万円
ボーナス
固定給+ボーナス
歩合給
固定給+歩合給
勤務時間
9：00-18：00
休日・休暇
土日祝日
更新日
2020年02月25日 04:00

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 (英語使用比率: 75％程度)
日本語レベル
ネイティブ

アカウントマネージャー
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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
【JACアジア求人ID：ST44688】
【企業について】
同社は現在アジアで活躍するローカル企業となっており、世界各国の様々な人種のスタッフが働いており、とてもグローバルな環境で
す。社内公用語はもちろん英語で、メリハリがよく働きやすい環境です。
日系大手商社系のバックグラウンドが御座いますので、知名度、安定性ともに抜群の環境です。
【仕事内容】
シンガポール、マレーシア、インドネシアなどの国の顧客に対して、システム開発、ネットワークインフラソリューション、データーセンターソ
リューション、AIなどのサービスのご案内、プロジェクトマネージメントを担当いただきます。
大手グループということもあり、既存割合が比較的多くプロジェクトベースでクライアントの課題をヒアリング、社内のリーソースを活用
して最適なご提案をおねがいいたします。
【会社の社風】
若手が活躍している環境で若いうちから大きな裁量を持って役割に縛られず、自由な発想でお仕事をしていただける環境です。又、非常
にグローバルで世界を舞台に活躍いただけます。
【その他情報】
給料：経験に応じて支給
勤務時間：オフィスアワー 9：00-18：00
勤務地：シンガポール

スキル・資格

【応募条件】
＊ビジネスレベル以上の英語力(業務でのやり取りで使用するため）
＊海外で働ける方
＊システムインテグレーターでの営業/プリセールスのご経験 尚可
＊コミュニケーション能力が高い方

まずは一度ご連絡ください！！
EA Licence Name: JAC Recruitment Pte.Ltd. | EA Licence Number: 90C3026
EA Personnel Name: Suzuki Takafumi | EA Personnel Registration Number: R1765612

会社説明
JAC Recruitment Asia
Delivering talented Human Resource to our clients,
throughout Asia and across the globe.
Moving with the times people, companies and society are always changing. Times may change, but JAC Recruitment's
guiding philosophy to introduce individuals who will bring dynamism to our client’s business has never wavered.
Since 1975, when we became the first Japanese recruitment agency to commence business in the UK, we have
subsequently opened offices in Singapore, Japan, Malaysia, Indonesia, Thailand, China, Korea, Hong Kong and Vietnam
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and have become a truly International Recruitment Consultancy whilst still maintaining important strong local foundations in
each of our operations.
A thorough understanding of our clients' needs and a deep-rooted understanding of culture, lifestyle and business practices
in each country has enabled us to introduce and place many exceptional individuals over the years.
We have developed our business through an international corporate culture of being a Japanese agency established in the
UK. It is this culture which makes JAC Recruitment truly International.
Through our highly specialized consultants, we have gained the reputation for matching people and companies together
across industries and across the globe.
Our network of branches throughout Asia and in the UK allows us to source the highest caliber professionals from all over
the world for clients, and also enables us to find international appointments for candidates with the aspirations, skills and
language ability to work overseas in today's global marketplace.
As a major recruitment agency, we make the most of our size and track record, our global network and our corporate culture
to deliver recruitment solutions to our clients.
New employees bring growth to a company which can then bring vitality to both the Asia region and the wider world.

