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OFFICE RECEPTIONIST (PART-TIME) - 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 Office 

Receptionist to manage front office bar daily basis and perform a variety of clerical tasks. If you are looking to 

make an impact, are passionate about energy, have extensive customer service orientation and strong 

communication capabilities, we would love to talk to you!  The primary focus for this position is to present the 

first good impression of the company to clients and guests. 

 

Responsibilities included 

Reception Desk Management 

▪ Welcome and greet guests who visit the company 

▪ Monitor visitor access and maintain security 

▪ Provide office tour and refreshments to guests 

▪ Answer and forward phone calls 

▪ Direct persons to correct destination 

▪ Schedule appointment and coordinate meeting room  

▪ Maintain clean and safe reception area by complying procedures and rules 

Assistant to Office Maintenance 

▪ Pickup mailings and distribute 

▪ Control inventory relevant to office front bar area 

▪ Support office clerical tasks (e.g. pick up lunch, go to post office, assist urgent shopping, filing, 

organizing and cleaning office space, etc.) 

▪ Maintain company cars clean and safe 
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Company Culture Building 

▪ Create office atmosphere (music, interior design, etc.) 

▪ Organize company events 

Key skills 
▪ Friendly, entertaining, and polite personality  
▪ Positive and flexible attitude to deal with urgent matters 
▪ Good verbal communication skills  
▪ Excellent customer service attitude  
▪ Information management  
▪ Reliability 
▪ Strong organizational skills 
▪ Safe driver with proper driver license (must over 21yrs) 
▪ Japanese and English language 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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社内レセプショニスト（パートタイム）– 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、社内レセプショにストとして探して

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、人と接す

るのが好き、楽しませるのが好きな方は、ぜひ一度お話を聞かせてください！主に、社内バーカウ

ンターでの受付業務、その他様々な事務・雑用業務を担当して頂きます。カンパニーの代表として

ご来社頂くゲストやお客様へポジティブな第一印象を与えることが何よりも大切です。 
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主な業務内容 

レセプションカウンター業務 

▪ 来客の出迎と案内 

▪ 来客のセキュリティ管理 

▪ オフィスツアーと飲み物の提供 

▪ 電話対応 

▪ スケジュール管理と部屋の確保 

▪ 受付カウンターの清掃と安全管理 

事務業務アシスタント 

▪ 郵便物の管理 

▪ 受付カウンターに関する在庫管理 

▪ オフィス雑用のアシスタント（ランチピックアップ、郵便局への外出、緊急のおつかい、

オフィススペースの整頓と清掃） 

▪ 社用車の清掃と安全管理 

社内カルチャー作り 

▪ 社内雰囲気作り（音楽、インテリア、装飾、など） 

▪ 社内イベントの企画と実行 

 

主な技能 

▪ 元気で、明るく、丁寧な対応ができる方 

▪ 緊急業務にも柔軟に、ポジティブに対応できる方 

▪ 優れたコミュニケーション能力 

▪ カスタマーサービスの経験歓迎 

▪ 情報を正確に扱うことができる方 

▪ 高い信頼性 

▪ 物事をまとめる能力 

▪ 車の運転経験 

▪ 日本語と英語力（日常会話以上） 
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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。 

▪ 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 
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