Job Detail
Staff Level

Position Title

☆グローバル企業☆【バイリンガル

Company Name

株式会社エイチシーエル・ジャパン/HCL JAPAN LTD.

Activated / Updated

2019-04-01 / 2019-07-17

Job Type

IT (Other) - Customer Support Engineer
IT (PC, Web, Unix) - Business Application SE
IT (PC, Web, Unix) - Business Application SE

Industry

IT Consulting

Location

Oracle PL/SQL サポートエンジニア】

Asia Japan Tokyo

HCLは、44か国で事業を展開しているグローバルICTサービス企業です。
ビジネス拡大により、HCL Japanでは、バイリンガルサポートエンジニアを数名
募集しています。プロジェクトにおいて技術管理、ガイダンス、ソリューション
を提供、クライアントと社内インドオフショアチームの連携をしデリバラブルを
遂行する業務です。
Oracle PL/SQLを使った技術サポート業務経験者、知識を有する方からのご応募
お待ちしております！
【HCLジャパンについて】
私たちは２０年以上日本でビジネスをしており、４００名程度いる社員はほぼ日
英バイリンガル。
国籍・文化も様々で、多様性を重視。
日本では主にクライアントと対面して技術ソリューション業務に従事する経験者
を軸に、インド本社のデリバリーセンター・チームとデリバラブルの調整を行っ
ています。
私たちのクライアントは国内外のトップ企業。
今までのご経験を活かし、グローバル環境でダイナミックな仕事を探している
方、キャリアアップを考えている方はぜひご検討ください！
主な業務内容は、大手企業のクライアントに対しての技術ソリューション提供業
務及び、社内外チームとの連携となります。
クライアントとは主に日本語、社内チームとは主に英語でコミュニケーションを
取ります。
グローバル環境でダイナミックなデリバリーモデルを強みとした弊社のチームに
加わりキャリアアップを目指しませんか？
ご応募お待ちしております！

【Job Description】
仕事内容
期限内に品質とコスト基準に沿ったコードの開発、提供業務等
Job Description

（１）開発の要件収集のため、お客様と内部チーム双方の取りまとめを行う。
（２）CMMiおよびお客様向け要件書類の作成強化に関する業務。
（３）データ、情報の提示、チケットによる問題解決、お客さまの要件のモニタ
リング等、日々の業務支援
（４）HCLのオペレーションチームと技術チーム、お客様より提供された業務要
件に基づき、（大小の）エンハンス開発及び新規開発の支援を行う。
（５）経験の浅い開発者に技術的指導を行う。

Job Description
To develop and deliver codes for the work assigned in accordance with time|
quality and cost standards.

(1.) To interact with the customer and internal teams to gather requirements for
development purposes.
(2.) To perform activities related to enhancement creation of documents for CMMi
and client requirements
(3.) To provide client support by presenting data, information, ticket resolution and
day to day support activities like monitoring client requirements
(4.) To provide support for enhancement (major and minor) or new developments
based on business requirements as provided by the client as well as from the
functional and technical team of HCL on the project.
(5.) To provide technical guidance to junior developers

あなたのご経歴に合っておりますか？
直接のご応募はCVを添えてご連絡ください。
書類選考通過者は、5営業日内にご連絡します。
Does this description match your experience?
We look forward to your application!
If selected, you'll hear from us in 5 business days.
Thank you!
【Remarks about us】

Company Info

Working Hours

-We're operating in Japan for more than 20 years
-We offer permanent Seishain roles
-Most of local employees are bilingual of English and Japanese
-We have about 400 employees across Japan
-We provide various service portfolio - embedded, application, infra, product
-We focus on new technology
-We provide useful employee benefits (such as Benefit one for discounts)
-We're global company operating in 32 countries, with large-scaled organization
structure leveraging India offshore
-Candidates can excel career in an English-speaking large organization to excel
as an industry leader globally
-Employees can apply for internal positions across the globe
基本的に9時から18時まで（１時間休憩）
現場により若干の変動あり
【Desired Experience and skillset】
その他条件（すべてカバーしていなくてもOK)
追加条件
IT分野において2年～5年の経験を持ち、日本語がネイティブレベルであること。
オラクルPLSQLの経験必須。
Argusの経験あれば尚可。
Additional requirement
Candidate has Native Japanese fluency with 2 to 5 experience in IT Field.
Experience in Oracle PLSQL Must
Experience in Argus is added advantage

Qualifications

【What we can offer】
-To provide the work environment to become a global/industry leader with global
service model
-Depends on the deliverables/service agreement with client, but our work
environment is considered flexible
-We respect diversity, individuals, opinions

【Ideal Applicants】
・Have done similar job
・Those who like challenges
・Understand diversity and a large-scale global delivery model
・Those who want to work for India's third biggest ICT service company
** Those who pass the initial screening will be contacted in 5 business days.
English Level

Business Conversation Level (TOEIC 735-860)

Japanese Level

Native Level

Salary

JPY - Japanese Yen JPY 5000K - JPY 10000K
社会保険完備
教育研修（OJT、資格取得制度）

Salary Description

Holiday Description

Employee benefit (such as service discount)
Maternity/childcare leave
Certification support
Salary is offered as package (all inclusive)
完全週休2日制（土・日・祝祭日）
有給休暇
慶弔休暇
育児休暇
傷病休暇
Five-Day Workweek
Paid Holidays
Congratulatory or Condolence Leave
Child-care Leave

Job Contract Period

Permanent/full-time 正社員

Nearest Station

都内
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