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INFORMATION TECHNOLOGY (IT) COORDINATOR - JOB DESCRIPTION 

 

About Shift Energy Japan, KK (SEJ) 
SEJ’s mission is to shape the future of the energy industry in Japan, with a 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 IT 

Coordinator to oversee company’s IT systems and networks. If you are looking to make an impact, are 

passionate about energy, have extensive IT skills and strong communication capabilities, we would love to talk 

to you!  The primary focus for this position is to maintain efficient personal computers with software and 

network to support the company’s day-to-day operations.  SEJ’s IT Coordinator is responsible for IT related 

problem solving and risk management.  

 

Responsibilities included 
▪ Installing and configuring IT hardware, software and network 

▪ Managing security options in computers and networks to prevent privacy breaches and protect 

against unauthorized access 

▪ Managing regular upgrades to ensure systems remain updated 

▪ Troubleshooting system failures and provide solutions to restore functionality 

▪ Knowledge of new IT technology options 

▪ Managing office electric equipment  

▪ Support training efforts of teammates on IT topics  

 

Key skills 
▪ Thorough knowledge of computer systems and IT components 
▪ Excellent knowledge of data privacy principles and internet security 
▪ Knowledge of operating system; Google Suit, Windows, and MS Office, Adobe PDF 
▪ Excellent troubleshooting skills 
▪ Excellent communication skills 
▪ Native Japanese language (spoken and written) and basic to advanced English skills 
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▪ Ability to pivot to other approaches to help people understand what needs to be done so they can 
act and solve problems quickly 

▪ 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 

 

To apply for this position, please submit your resume to info@shiftenergyjapan.com 

  

mailto:info@shiftenergyjapan.com
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インフォメーションテクノロジー(IT)コーディネーター – 職務内容 

 

シフトエナジージャパン株式会社 (SEJ)について 

SEJ のミッションは再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）と自家消費型ソーラーの発展を

目指し、日本の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

分野でグローバルな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。 

 

SEJ は長期にわたり安定した価値を作り出し、ファイナンサー・提携する施工販売会社・エネルギ

ー消費者、といった事業に関わる全ての方々に価値を提供することを理念としています。 

 

弊社はビジネスパートナーやお客様との長期的な関係構築をなによりも大切にしております。弊社

の成功は、社内・社外において深い人間関係を育てていくことが基礎となっています。情熱と長期

的な関係構築を重視し、革新的・献身的・先鋭的に取り組み、一致団結した高いプロ意識を持つチ

ームです。 

 

要旨 

弊社は、行動力があり、知的で好奇心が強く、意欲的な方を、IT コーディネーターとして探してお

ります。未来に影響を与える仕事をしたい、エネルギー分野のビジネスに熱意を持ち、幅広い IT知

識とコミュニケーション力をお持ちの方は、ぜひ一度お話を聞かせてください！主な業務内容は、

社内において日々のビジネス業務を円滑に遂行するために必要なパソコンシステムの管理、またそ

れに付随するソフトウェアやネットワークの管理となります。さらに、IT 全般に関するトラブル対

応やリスク対策も担当して頂きます。 

 

 

 



CONFIDENTIAL 

 

 

〒814-00011-3-70  福岡県福岡市早良区百道浜 2-4-27 AI Building 6F 

6F AI Building 2-4-27 Momochihama Sawara Ward Fukuoka City Japan 814-0001 

電話番号 (Main): 092.836.5986  

4 

主な業務内容 

▪ IT ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークのインストールと初期設定 

▪ 機密漏えい・外部侵入に対するセキュリティー対策の管理 

▪ IT システム全般の定期的な更新業務 

▪ IT システム全般に関するトラブル対応とデータ復元 

▪ 社内業務の改善に繋がるシステムの選定と導入 

▪ パソコン周辺機器と社内電気器具の管理 

▪ IT に関する社員トレーニングのサポート 

 

主な技能 

▪ コンピューターシステムと IT 全般に関する幅広い知識 

▪ ネット上の機密情報に関する基本ルールやインターネットセキュリティ対策に関する知識 

▪ 業務に使用する主なソフトウェアの知識：Google Suit, Windows, and MS Office, Adobe PDF 

▪ IT トラブルに対する柔軟な対応と解決策を提案する能力 

▪ 優れたコミュニケーション能力 

▪ 日本語（母国語レベル）と 英語力（日常会話以上、ビジネスレベル歓迎） 

▪ 迅速な問題解決を考慮し、他者の理解やその時々の状況に合わせた柔軟な対応 

▪ 効率的に目的を達成する能力 

 

採用者に与えられるチャンス 

▪ 日本で働くことで、異文化のチームメートと共に楽しく活気に満ちた国際的な職場環境が

経験でき、今まで経験したことのない挑戦に立ち向かうことができます  

▪ 電力とエネルギーに関する知識が身に付きます：我々の生活に不可欠なものです。この知

識で、日本のエネルギーのエキスパートになることができます 

▪ 同じ目的を共有することで、異なる個性や文化、言語能力、業務上の役割、会社の特性に

応じたコミュニケーションの重要性が学べます 

▪ 失敗を恐れず、早期に失敗から学ぶことを通して、人生にとっての新しい価値感を見出す

ことができます 

▪ 仕事上、また個人レベルで、自身のスキル・能力・経験においての目覚ましい成長を体験

するでしょう。 
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▪ この業界のチームメートや経験豊富なプロフェッショナルと密接にコニュニケーションを

取りながら勤務できます 

▪ 仕事や時間の優先順位の付け方、効率化を学ぶことができます 

 

報酬体系 

▪ マーケットの相場に応じた報酬を提示致します 

▪ 経験により応相談 

▪ 入社後のパフォーマンスにより定期的に見直しを致します 

 

タイトルに希望職種をご記入の上、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 

 

 

mailto:info@shiftenergyjapan.com

