〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜 2-4-27 AI ビル 6 階
電話番号 (Main): 092.836.5986
6F AI Building 2-4-27 Momochihama Sawara Ward Fukuoka City Japan 814-0001

人事・労務マネージャー ‐ 職務内容
Shift Energy Japan 株式会社（SEJ）について
SEJ は日本に本社を置き、世界各地に事務所を持つ専門チームです。当社のミッションは太陽エネルギー
を中心としたエネルギー産業の未来を築くことです。ビジネス、アート、科学などあらゆる専門分野で経
験をもつメンバーで構成される活力に満ちたチームです。当社は日本の太陽エネルギーのさまざまな部門
と深い関係を育てています。

SEJ の役目はエネルギー最終消費者、流通チャネルにおける提携先（太陽光発電機設置業者）、金融業者、
太陽光発電供給業者及び太陽光発電開発チームに価値を提供することです。

当社はリレーションシップを最も重視しています。社内外での関係を維持、構築、改善することで当社は
成功を収めています。当社およびそのチームメイトは情熱に溢れた、関係性重視の、革新的、コミット意
識の高い、先鋭的な、一致団結したプロ達です。

概要
当社の人事マネージャー職を担当していただける方を募集しています。過去に人事業務全般で実務経験が
あり、エネルギッシュで、チャレンジ精神が強く、野心のある人材を求めています。当社チームが目指す
ゴールを達成するための人事的戦略、及びそれに伴う課題や計画のマネージメントを担当していただきま
す。業界に影響を与えたい方、エネルギー業界に情熱がある方、数量処理能力及びコミュニケーション能
力の高い人をお待ちしています。採用後は社内トレーニングを受けた後、労務管理、人材採用、人材開発、
組織統制など幅広い人事・労務業務でリーダーシップを発揮していただきます。

主な職務
▪ 人事企画と採用
o

社内人材の強化 （リクルーティング、書類選考、面接等）

o

入社・退社時の書類等の処理

o

社内業務の管理と各社員業務内容の調整（業務内容のアップデート）
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o

全社員がプロフェッショナルな結果を出すためのトレーニングの計画と実施

▪ 社内チームワークの強化
o

効率的、且つ生産性の高い職場を目指したチーム作り

o

ポジティブで団結力のあるチーム作り

▪ 人事リスクマネージメント
o

就労規則や各種労務関連手続きの管理

o

法律専門家との社内コンプライアンス等の打ち合わせ

o

人事考課の計画と実施

o

外国人社員のための就労ビザ等の準備

▪ 福利厚生とレポート
o

給与・福利厚生等の管理

o

社内労務関連情報の収集と管理

o

会計担当者との連携業務（年末調整など）

o

社員と人事部間の円滑なコミュニケーションの遂行

重要な能力
▪ グローバル環境での人事業務経験
▪ ポジティブ・クリエイティブに人事システムを改善し、社内チーム全体をサポートできる能力
▪ 社内・社外の双方にて、新しいアイディアやビジネスを売り込めること
▪ より良い結果を出すために、問題解決ができる人
▪ 異文化や能力の違いを乗り越えたコミュケーション能力があり、そのような経験がある人
▪ 課題に直面し失敗と成功を経験したことのある人物
▪ Google Suite, MS Office の操作能力（主にパワーポイントとエクセル）
▪ 日本語及び英語に堪能であること（スピーキングとライティング）
▪ 契約などに関した法律に詳しいこと
▪ 強い情報整理能力
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入社後の機会
▪ 日本を拠点として、あらゆるバックグラウンドを持つチームメイトと楽しく活力に満ちたグロー
バルな職場環境を経験でき、今まで経験したことのないような課題を達成できる
▪ 同時に様々な人へ価値を生み出す人間関係を形成できる
▪ 生活に不可欠な電力、発電、エネルギーについて学べる。これらの知識を身につけることで日本
のエネルギー業界でエキスパートになれる
▪ コミュニケーション能力、相互作用のために特定の目標を設定することの大切さ、そして目標達
成のためにメッセージを作成する重要性について学べる
▪ 失敗から学ぶことの重要性と人生における価値について学べる
▪ 仕事に専念すれば人としてのスキルや職業スキルを短期間で急激に伸ばす機会が得られる
▪ 業界経験の豊富なマネージャーやチームメイトと連携して働くことができる
▪ 課題と時間の優先順位のつけ方を学べる

報酬体系
▪ マーケットの相場と競争的な報酬
▪ 経験次第
▪ 入社後のパフォーマンスによる

右記のアドレスに履歴書を送付して応募してください。info@shiftenergyjapan.com
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HUMAN RESOURCE MANAGER - JOB DESCRIPTION

About Shift Energy Japan, KK (SEJ)
SEJ’s mission is to shape the future of the energy industry in Japan, with a main focus on post Feed-in-Tariff
and self-consumption solar. We are a dynamic team that pulls from all areas of expertise across business, arts
and sciences. Our company nurtures deep relationships across all aspects of the solar sector in Japan.
SEJ creates value for: Energy end customers, channel partners (installers of solar), financiers, suppliers of solar
systems and solar development teams.
Our primary focus is relationships. Our company succeeds based on how we maintain, nurture and cultivate
our relationships both internally and externally. Our teammates and our company are Passionate, Relationship
focused, Innovative, Committed, Edgy, United and Professional.

Overview
We are looking for energetic, intellectual, curious and ambitious people to join our team as in the role of
Human Resource Manager to develop and administer, procedures, guidelines and policies to help align the
workforce with the strategic goals of the company. If you are looking to make an impact, are passionate about
energy, have extensive quantitative skills and strong communication capabilities, we would love to talk to
you! The primary focus for this position is to manage and develop the overall provisions of the organization’s
HR strategies and employee relations.

Main responsibilities
HR Development
▪
▪
▪
▪

Mange the organization’s workforce by establishing a recruiting, reviewing and selecting process
Manage on-boarding and off-boarding requirements
Maintain the work structure by updating job requirements and job descriptions for all employees
Design and conduct training programs to archive professional performance results

Team Development
▪ Ensure the efficient productivity of the office
▪ Establish positive team atmosphere through leadership and employee development

HR Risk Management
▪
▪
▪
▪

Maintain Employee Hand book by updating human resource policies and procedures
Coordinate with Legal staff to ensure legal compliance by implementing Federal requirements
Implement effective performance review system
Manage Visa for non-Japanese employees

Benefit & Reporting
▪ Manage compensation and benefit administrations
▪ Manage efficient filing system to maintain organized human resource records
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▪ Coordinate with Accounting staff to manage End of year Tax adjustment
▪ Guide smooth communication procedures between HR and employees (e.g. requesting time-off,
updating personal information, etc.)

Key skills
▪ Proven Human Resource experience in global working environment
▪ Positive and creative energy to develop HR systems supporting the company as a team
▪ Internal and external communications dealing with enrolling people into new ideas, processes or
ways of doing business
▪ Problem solving ability and being able to develop solutions that improve results
▪ Demonstrated history of having to communicate verbal across functions, cultures and languages
▪ Experience facing adversity and being able to overcome
▪ Experience with Google Suite, project or process management tools, MS Office with a focus on
PowerPoint and Excel
▪ Strong English and Japanese language skills (spoken and written)
▪ Legal knowledge (contracting writing preferred)
▪ Strong organizational skills

Opportunities for a successful candidate
▪ Based in Japan, experience an enjoyable, dynamic, global working environment with teammates
from different backgrounds, and overcome challenges that are not common
▪ Build relationships that create value for multiple parties simultaneously
▪ Learn about electricity, power and energy: Essentials for our life. With this knowledge you can
become an expert on energy in Japan
▪ Experience the importance of communication across personality types, cultures, different levels of
languages, different job roles and different types of companies while leaving the importance of
setting goals for most interactions and tailoring messages to achieve goals
▪ Embrace being wrong FAST and its value in your life
▪ Experience being on an exponential learning curve which will grow your skills, capabilities and
experience on a personal and professional level in ways you never imagined
▪ Work closely with teammates and experienced managers in this industry
▪ Learn how to prioritize tasks and your time

Compensation structure
▪ Competitive with market
▪ Based on experience
▪ Aligned with performance
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