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職

種

機械（自動車/プラント/精密機器） - 基礎研究開発
電機（電気/電子/半導体） - 基礎研究開発
電機（電気/電子/半導体） - 設計/CAD設計/CADオペレータ

業

種

機械メーカー
アジア 日本 東京都

勤務地

- Design of electrical circuit of company's product (remote-control robot and its control interface)
- Direction of external vendors in manufacturing of product and its electric board and cables
- Setup, initial turn-on and verification of product
仕事内容

同社で開発している遠隔操作ロボットおよびその操作システムの電気回路設計および量産立上げ
を行うポジションです。
・同社プロダクト（遠隔操作ロボットおよびその操作システム）の電気回路設計業務
・同社プロダクトの電気基板およびケーブル類の製造に係る外部会社ディレクション業務
・同社プロダクトの電気システムのセットアップ（火入れ）、および評価業務
Japanese robot venture with mission to achieve remote existence.
Aiming to provide transportation / travel experience with high added value including space trip, by
enabling remote presence & operation through humanoid avatar robot equipped with haptic hand
(power / vibration / temperature), cockpit-like vision & audio UI, and low latency streaming.
Also developing automation solutions for enterprise customers which is receiving attention from
industries such as retail, logistics and manufacturing.
Year of foundation: 2017
Number of employees: 23
Fund raised: More than JPY 1 billion

企業について(社風など)

遠隔存在の実現をミッションとするロボットベンチャー。
ハプティクス搭載のハンド（力・振動・温度）、装着型の視聴覚UI、低レイテンシーストリーミ
ングなどにより、人型アバターロボットを通じた遠隔地での体験＆オペレーションを可能とする
ことで、宇宙を含む、高付加価値の移動・旅行体験の提供を目指しています。
加えて、BtoBでの作業自動化ソリューションも開発中で、小売や物流、製造業界からも注目を集
めています。
設立：2017年
従業員数：23名
累計調達額：十数億円以上
For further job listing of Robotics, AI, IoT, New Mobility opportunities, please check http://www.gcagent.com/robotjobjapan/
Mandatory:
- Ability to design circuit and pattern-design electric board
- Ability to produce prototype board with external vendor
- Ability to communicate with electrical design company overseas in English
- Ability to communicate with Japanese electric board makers in Japanese
- Experience engaged in mass production of electric board of his/her own design (EMC evaluation,
inspection at factory etc.)
- Experience in initial turn-on and manufacturing of electrical system which utilizes FPGA and STM
microcontroller
(FW implementation is not required but knowledge of bin turn-on etc. are must-have)
- Experience in radiation measures and electrostatic measures for product of certain size such as FA
robot

応募条件

Preferred:
- Experience in electrical system design which utilizes brushless / coreless DC motor
- Experience in electrical system design which utilizes image sensor
- Experience in logic development on FPGA or STM microcontroller
- Knowledge in mechatronics (deep understanding of the relationship among motor control,
mechanical design and electrical system)
必須：
- 自分で電気基板の回路図設計、基板のパターン設計を行うことができる
- 外部の基板製作会社を用いて、試作基板を制作することができる
- 海外の電気設計会社と英語でやり取りができる
- 日本の電気基板製作会社と日本語でやりとりができる
- 自身が設計した電気基板を搭載した製品の量産に従事した経験があること（EMC評価、工場で
の検査などの基礎知識があること）

- FPGA, STMマイコンを使用した電気システムの火入れ, 製造に関わった経験があること
（FWの実装を行う必要はないが、binの焼き方などの知識があること）
- 工業用ロボットなど、ある程度大きさのある製品の輻射対策や静電対策などを行った経験があ
ること
歓迎：
- ブラシレス/コアレスDCモーターを使用した電気システムの設計経験があること
- イメージセンサを使用した電気システムの設計経験があること
- FPGA または STMマイコン のロジック開発経験があること
- メカトロニクスの知識（モータ制御、機構設計と電気システムの関連を深く理解している）
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

社会保険完備
交通費全給
教育研修

契約期間
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