求人情報
マネージャーレベル

女性歓迎

ポジション名

ITインフラ プロジェクト マネージャー＜電話・WEB面接＞

企業名

エイラ システム 株式会社

掲載開始・更新

2021-02-15 / 2021-02-23

職

種

IT関連（インフラ系） - プロジェクトマネージャー
IT関連（その他） - プロジェクトマネージャー
IT関連（オープン・WEB系） - プロジェクトマネージャー

業

種

ITコンサルティング

勤務地

アジア 日本 東京都
アジア 日本
アジア 日本
弊社では、大手外資系金融機関に対し、ITインフラ運用及び災害復旧ソリューションの実施管理
を行うプロジェクト責任者を募集しています。
プロジェクトマネージメントの経験を存分に発揮していただける業務です。
細部まで注意が行き届き、コミュニケーション及びドキュメント作成に優れ、テンポの速い環境
で働ける方を歓迎致します。

仕事内容

【職務内容】
● 日々のプロジェクト管理
● プロジェクト要件、範囲、目標や成果物の定義
● 機器のムーブ計画やユーザームーブをムーブチームと円滑化
● フルスケールプロジェクト計画の策定
● 複数のワークストリームの相互依存関係の管理
● プロジェクトチームへの指示、サポート提供
● 技術的および非技術的な側面のプロジェクトコーディネーション
● プロジェクト予算管理
● プロジェクトリソース要件の管理・リソースの割り当て
● 適切なツールを使用したプロジェクト成果物の記録・追跡
● 利害関係者からの成果物の認可および承諾を得る
● プロジェクトドキュメントのレビュー、承認また適切な利害関係者への回覧
● プロジェクトの監視・進行状況の報告
● プロジェクトの成果達成のためのプロジェクト変更や考案の実施・管理
● プロジェクトレビュー、評価、結果の実施
「エイラシステム株式会社」は、1996年、アイルランド出身の2人により日本で設立されまし
た。
東京・シンガポール・香港・上海を拠点に、主に外資系企業に様々なITサービスを提供。
プロジェクトと継続的なサポートの2つの領域において、ITサービスを展開しています。
1. ITサービス
• オンサイトコンサルティング
• オンコール＆リモートサポート
• マネージドサービス
2. プロジェクトマネージメント
• ITインフラストラクチャープロジェクトマネジメント
• 移転プロジェクトマネージメント
• 戦略分析
• 事業継続プランニング及び災害復旧
少人数による創立からスタートし、拡大・成長し続けています。
エイラシステムでは幅広いITキャリアをご選択いただけます。
今後も、積極的な採用活動をして参ります。
皆様のご応募をお待ちしております。

企業について(社風など)

受動喫煙防止のための措置: 屋内禁煙
EIRE Systems is a leading independent provider of professional IT services to the financial, insurance
and multinational sectors in Japan and throughout the Asia-Pacific region. EIRE Systems has
expertise across a wide spectrum of Information Technologies, with a track record for successfully
completing hundreds of assignments since its establishment in 1996.
We provide professional IT services, both project-based and ongoing operational support, in two
main areas:
1．IT Services
2．Project Management
EIRE Systems - Tokyo, Asia-Pacific, Beyond...
EIRE Systems provides a wide-range of career choices for internationally-minded technology and
support professionals. From the company’s small beginnings, EIRE Systems currently has 130
Tokyo-based employees and is expanding it’s local, regional and global expertise. We have

established offices in Hong Kong, Singapore and Shanghai and are reaching further as we grow our
presence throughout the Asia-Pacific.
Measures against passive smoking: No smoking indoors allowed

勤務時間

応募条件

9am - 6pm (8hr work day)
【求められるスキル】
● データ、ボイスネットワーキング、セキュリティ、分散システム、アプリケーション、データ
センター等を含む幅広い種類のテクニカル分野でのプロジェクトマネジメント経験
● データセンター増築のデザイン、計画、実施また機器リロケーション経験（構造化配線、フロ
アレイアウトとラックの設計、ネットワーク、分散プラットフォームに限定されない）
● プロジェクト管理、計画立案、予算編成、追跡、ステータスレポート経験
● プロジェクト ライフサイクルとプロジェクト計画の理解と経験
● PMPやPRINCE2の資格を持っていると望ましい
● グローバルなプロジェクト、仮想チーム、マトリックス管理経験を管理する能力
● タイトなスケジュールでプロジェクトを管理できる能力
能動的にプロジェクトをリードできるスキルが求められます。
自ら業務課題を発見し、業務に優先順位をつける能力も求められます。
【語学】
英語が堪能な日本人（日英バイリンガル）
または
ネイティブイングリッシュ・スピーカー（日本語の必要なし）

英語能力

ビジネス会話 (TOEIC 735-860)

日本語能力

流暢（日本語能力試験1級又はN1)

年

経験と能力に基づく

収

給与に関する説明

交通費全額支給
社保完備
資格合格一時金（IT関連の資格取得の際に奨励金を支給）
任意参加の社内イベント（クリスマスパーティー、スキー旅行、カートレースなど）

休

完全週休2日制（土・日・祝祭日）
有給休暇

日

最寄り駅

東京
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