求人情報
スタッフレベル

ポジション名

Control Automation Engineer for Nagoya locationー Visa support!

企業名

Tech Mahindra Limited/テックマヒンドラリミテッド

掲載開始・更新

2019-08-09 / 2019-08-10

職

種

電機（電気/電子/半導体） - ソフトウェア設計(制御系)
電機（電気/電子/半導体） - プログラマー(制御系)
IT関連（組込み/制御系） - ソフトウェア設計

業

種

ITコンサルティング
アジア 日本 愛知県

勤務地

仕事内容

Factory IOT Seed team member – Control and Automation Lead
私たちは、100カ国以上に存在し、24万人以上の従業員を擁する、207億米ドルの多国籍企業グ
ループです。当社の事業は、あらゆる現代経済の基盤を形成するいくつかの主要産業にまたがっ
ています。
1945年の鉄鋼商社としての始まりから、グローバリゼーションの初期の先駆者となるまで、私た
ちのポートフォリオは今日、想像もつかない可能性をもたらす、新しい考え方のモードを解き放
つ幅広い製品とサービスにまたがっています。揺るぎない価値観と明確な目的意識を持って、私
たちは人々が上昇することを可能にする革新的なアイデアを追求し続けます
Tech Mahindra（IT部門）はコネクテッドワールドを代表し、革新的で顧客中心の情報技術の経
験を提供し、企業、アソシエイト、そしてSociety to Rise™を可能にします。フォーチュン500社
を含む935社を超えるグローバル顧客を支援し、90カ国に121,840名を超えるプロフェッショナル
を擁する49億米ドルの企業です。私たちの集中的な、デジタルの、デザインの経験、イノベー
ションのプラットフォーム、そして再利用可能な資産は、有形のビジネス価値と経験を私たちの
ステークホルダーに提供するために、数多くのテクノロジーにまたがってつながっています。
Tech Mahindraは、最高ランクのNon-USです。 Forbes Global Digital 100リスト（2018）および
Forbes Fab 50企業（アジア）（2018）。

企業について(社風など)

We are a US $20.7 billion multinational group, with a presence in more than 100 countries and
employing over 240,000 people. Our operations span several key industries that form the foundation
of every modern economy.
From our beginnings as a steel trading company in 1945, to becoming early pioneers of globalization,
our portfolio today spans across a wide spectrum of products and services that unleash new modes
of thinking, bringing to life unimagined possibilities. With an unshakeable set of values, and a clear
sense of purpose, we continue to pursue innovative ideas that enable people to Rise
Tech Mahindra (IT Division) represents the connected world, offering innovative and customercentric information technology experiences, enabling Enterprises, Associates and the Society to
Rise™. We are a USD 4.9 billion company with 121,840+ professionals across 90 countries, helping
over 935 global customers including Fortune 500 companies. Our convergent, digital, design
experiences, innovation platforms and reusable assets connect across a number of technologies to
deliver tangible business value and experiences to our stakeholders. Tech Mahindra is the highest
ranked Non-U.S. company in the Forbes Global Digital 100 list (2018) and in the Forbes Fab 50
companies in Asia (2018).

· Bilingual (English-Japanese)
· Base location – Nagoya
· Experience of 7-9 years
· Architecting Industrial automation solutions comprising hardware and software
· End to end ownership of project from requirement to signoff phases
· Hands on experience in control and automation & Field instrument connectivity
· Experience in Multi domain system optimization for Pneumatics, Hydraulic, Actuator, Motors, Drives
etc. and process optimization
応募条件

· OPC Configuration
· I/O allocation validation
· IoT-GW ： Middleware (RSLinx、Compolet、MxComp.), EdgeCross
· Strong knowhow on sensors and their integration with PLC (OMRON CJ, NJ RA SLC500
RSLogix5000, Mitsubishi Q series)
· Strong knowhow on Communication Protocols: MTConnect, MQTT, Ethernet, Serial, Ethercat,

DeviceNet, CAN, Profibus and Profinet
· Configuration IOT Gateway hardware
· Preferred – Industrial IOT gateway - ORiN IoT Data Server, PTC ThingWorx, Azure IIOT
英語能力

ビジネス会話 (TOEIC 735-860)

日本語能力

ビジネス会話(日本語能力試験2級又はN2)

年

経験と能力に基づく

収

給与に関する説明

Social Insurance
Commuting/Transportation Allowance

休

夏期休暇
有給休暇
冬期休暇
慶弔休暇

日

契約期間

正社員雇用

最寄り駅

名古屋市/Nagoya City

Copyright © Human Global Talent Co., Ltd. All rights reserved.

