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プロジェクト・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。弊社は日本の太陽エネルギー業界において、広

くに渡り、深く、より良い関係を育んでいます。 

 

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（現地の太陽光発電設備建設会社）、

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や利益を提供することです。 

 

当社はリレーションシップ（人と人との繋がりや会社同士の関係性）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、関係性重視であり、革新的、コミット意識が高く、先鋭的な、一致団結したプロ達です。 

 

概要 

弊社のプロジェクト・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。プロジェクト・マネー

ジャーの役割は「流通チャネル」の協力の下、プロジェクトの標準化、建設の短縮、コスト削減、品質向

上を図って太陽光発電設備の利回りをさせること。精力的かつ知的な、好奇心が旺盛で、野心のある人材

を求めています。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、もしくは数量処理能力及び

コミュニケーション能力の高い方はこのポジションにピッタリです。 
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主な職務 

 各太陽光発電プロジェクトを契約締結の段階から、すべての完成まで管理 

 投資家様の代わりに各プロジェクト完成後の最終検査を実施 

 流通チャネルとの協力の下に、標準化、コスト削減、建設の短縮、品質向上を図ることで利回り

の向上を目指す 

 ポートフォリオ拡大のため、技術の面で社内チームをサポート 

 各プロジェクトにて、投資承認の取得に必要である、技術情報の妥当性や改善点の確認 

 各プロジェクトの安全衛生管理を確認する 

 各プロジェクトの発電性能のモニタリング 

 各プロジェクトについて、詳細を投資家様へお伝えする 

 プロジェクトの進行に最重要でもある、「許可証・申請書リスト」を定期的に確認し、必要書類

が揃っているかを随時確認する 

 ポートフォリオに提出された太陽光システムに関する専門的知識を向上させ、維持する 

 多機能な製品の担当チームで重要な役割を果たし、システムインテグレーションの専門知識に基

づいた提案を行う 

 プロジェクト各々の目標と達成期限を満たすため、社内チームと協力し、調整や確認を行う 

 

重要な能力 

 太陽光発電の専門的な知識があること（EPC での経験者大歓迎） 

 低圧小出力太陽光発電設備に対し理解があること 

 低圧小出力太陽光発電設備の商業用の販売に関し知識があり、且つ配線構成が出来ること 

 リレーションシップを重視する方 

 太陽光発電設備関連の業界経験がある、もしくは同様の知識があること 

 文化、言語など問わず口頭で他人とコミュニケーションが取れる方、且つその実績がある方 

 チャレンジングでやりがいのあるビジネス環境で働くことを望む適応力の高い人物 

 課題に直面し失敗と成功を経験したことのある人物 

 技術分野、機械分野、または土木工学を含む関連分野の学士号をお持ちであること 

 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） 

※但し、英語に関しては向上心があり、英語に苦手意識がない方であれば、最初話せなくても仕

事をしながら覚えて頂けるかと思います。 
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 自分の知識を最大限に活かし即座に問題を解決できる人物 

 強い情報整理能力 

 

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 

 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 

 有能なプロフェッショナルの働き方を間近で見ることで、学校では学べない能力を身につけるこ

とができる 

 

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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PROJECT MANAGER - JOB DESCRIPTION 

About Shift Energy Japan, KK (SEJ) 
SEJ’s mission is to reshape the future of Japan’s energy industry, with focus on post Feed-in-Tariff and self-

consumption solar systems.  We are a dynamic and fast-paced team comprised of experts in business, arts, 

and sciences.  Further, our company nurtures deep relationships across all sectors of the solar industry 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 to establish positive relationships.  Our company’s success is based on how we maintain, 

nurture, and cultivate both internal and external relationships.  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 Project Managers. 

The Project Managers’ core responsibility is to assist Channel Partners with the completion of solar projects.  

The Project Managers will follow the industry’s best practices to ensure standardization, to expedite system 

completion, and to maximize profitability.  If you are looking to make an impact for a local Solar Installer, are 

passionate about renewable energy, have extensive quantitative skills and strong communication capabilities, 

we would love to talk to you!  

 

Main responsibilities 
 Follow Solar Projects from Ready-To-Build until completion 

 Conduct Mechanical Completion Tests on behalf of the Investors 

 Collaborate with Channel Partners to implement the best industry practices toward 

standardization of projects, to reduce costs, and to optimize construction capability 

 Support internal teams on technical topics to facilitate the growth of the company projects pipeline 

 Assure compliance with company safety policies and WHSE safety standards 

 Monitors project performance  

 Reports to Investors on all projects 

 Keep track of all necessary licensure and permit requirements to ensure compliance 

 Develop and maintain technical understanding of PV solar systems submitted to the portfolio 

 Play a key role in cross functional product teams and provide recommendations based on systems 

integration expertise 

 Drive oversight and coordination with internal departments to meet project goals and deliverable 

timelines  

 

  



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  

5 

Key skills 
 Experience with solar or energy related projects, Experience in solar EPC is a plus 
 Knowledge of PV technology and its applications 
 In-depth knowledge of commercial PV installations and wiring configurations 
 Ability to manage field construction activities and labor 
 Hands-on experience with solar system tracking 
 Demonstrated history of having to communicate verbally across functions, cultures, and languages 
 Internal and external communication skills to effectively engage and motivate people into new 

ideas, processes or ways of doing business 
 Bachelor degree in related field, including technical, mechanical, or civil engineering  
 Strong organizational skills 
 Strong Japanese Language skills are essential to collaborate with Local Solar Installers 
 English is preferable for internal communications 
 Desire to learn English on the Job is essential for non-English speakers (SEJ provides the best 

environment to improve English skills) 
 

Opportunities for a successful candidate 
 Based in Japan, experience an enjoyable, dynamic, global working environment with teammates 

from diverse backgrounds, and also overcome unique challenges  
 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 varied personality types, cultures, language 

skills, job roles while learning the importance of setting goals and tailoring messages to achieve 
those goals 

 Embrace being wrong FAST and its value in your life 
 Experience being on an exponential learning curve which will enhance 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. 
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