ハーマンインターナショナル株式会社 オートモーティブ部門 基本情報

・名古屋オフィス
〒465-0095 愛知県名古屋市名東区高社 1 丁目 77 番地
当社の登記上の本社は、ホーム＆マルチメディア部門の本部である東京秋葉原
ですが、オートモーティブ部門の本部機能は名古屋オフィスとなっています。
・秋葉原オフィス
事業所所在地
勤務地

〒110-0006

東京都台東区秋葉原 1-1 秋葉原ビジネスセンター3F

・亀戸オフィス
〒136-0071

東京都江東区亀戸 5-6-20

・太田オフィス
〒373-0852

群馬県太田市新井町 516-4

602 号

・浜松オフィス
〒430-0928

静岡県浜松市中区板屋町 110 番地の 5 浜松第一生命日通ビル 5F

各ポジションごとに定められた給与レンジ内にて、経験・スキル・知識・能力等を考慮のうえ決
定し、当社規程により支給いたします。
・年俸制（12 分の 1 を毎月支給）
給与

・非管理職は支給月額（年俸の 12 分の 1）に月の勤務日数×2 時間分の時間外勤務手当
つまり「みなし時間外勤務手当」を含んでいます。
みなし時間数を超える勤務に対しては別途時間外勤務手当が支給されます。
実際の時間外勤務がみなし時間数に達しなくても、手当の返金は不要です。

給与改訂
諸手当
勤務時間

年 1 回（9 月／前年度の会社・個人業績とベンチマーキングにより改訂内容が決定されます）
時間外勤務手当・通勤手当
8：30～17：30

（休憩 12：00）実働 8 時間

※フレックスタイム勤務制度あり

勤務日・休日は年度ごとに当社が定めるカレンダーによります。
・完全週休２日制（土曜日・日曜日）
勤務・休日
休暇

・ＧＷ連休・夏季連休・年末年始連休
※国民の祝日は概ね勤務日となっています。
※ご参考：年間休日数 122 日（2015 年度）
・年次有給休暇は入社から 3 ヶ月後に 10 日を付与し、以後は法定通りです。
・各種特別休暇（傷病・慶弔等）
・健康保険（協会けんぽ）
・厚生年金保険・雇用保険・労災保険
・退職金制度（確定拠出年金）

福利厚生

・各種保険加入（長期障害所得補償保険・総合福祉団体定期保険）
・自社製品社員割引
・社内イベント（クリスマスパーティーなど）
・オフィスの環境に応じてマイカー通勤可

教育研修

(要会社承認)

OJT を基本とし、各職位に必要な教育研修を実施、業務上の必要性に応じた研修など各種バック
アップを行います。

ご応募要領

・履歴書（和文と英文）
応募書類

・職務経歴書（和文と英文）
※応募書類は返却いたしません。

応募資格

・学歴不問

職務内容

・各募集ポジションのジョブディスクリプションをご参照ください。
・書類選考

選考方法

・面接（最低２回）
※職務内容により面接回数が増えることがございます。
※職務内容により英語での面接を実施することがございます。
・運転記録証明書の提出について

ご入社に際して

業務上の社有車使用のため過去５年間の「運転記録証明書」をご提出いただきます。
一定の基準を満たしていない方は、社有車が利用できず業務に支障をきたすことがありますの
でご注意ください。

ハーマンインターナショナル株式会社
採用担当者

ヒューマンリソース

問合せ窓口

採用担当
e-Mail : HR.Japan@harman.com

作成：2016 年 9 月 1 日現在

Harman International
Job Description
JOB IDENTIFICATION
Job Title:

Software Engineer

Global Grade:

10

Department:

Engineering

Division:

Infotainment

Location:

Nagoya Japan

SUPERVISORY RELATIONSHIPS
Reports to:

Sr Manager, Engineering

BASIC FUNCTION
Responsible for object-oriented, embedded software development including requirements analysis, design,
implementation and validation. Main responsibility is Japan navigation DB and SW including annual maintenance

ESSENTIAL DUTIES
1. Understand and apply requirements for platforms and architectures to be used in MMI and network related
projects.
2. Analyze customer and internal requirements and specifications and translates these into software designs.
3. Provide high quality object-oriented software e.g. frameworks, libraries and related tools in terms of usability,
efficiency, stability and testability.
4. Code the software designs following company software processes and object-oriented and embedded software
industry best practices.
5. Analyze existing object-oriented, embedded software to add features, make modifications, and/or port to different
platforms.
6. Communicate with peers inside the Harman group to coordinate software development. This includes travel for
workshops.
OTHER DUTIES
Completes other related duties as assigned by the supervisor.

POSITION QUALIFICATIONS
____________________________________________________________________________________________
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Harman International
Job Description
Language:

Communication skill by Japanese and English is required.

Education:

BSCS, BSEE or equivalent minimum requirement

Experience:

More than 7 years experience of Infotainment system software engineering as
navigation, media player, connectivity etc.
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