
NSW　キャリア採用　募集職種一覧

求人

番号
職種 対象業務 必要とするスキル・経験・資格等 勤務地

1 ＩＴエンジニア システム開発またはインフラ構築

・開発：Java、.net、Pythonいづれかの経験

・介護、国保、医療系業務経験者　尚可

・インフラ構築：詳細設計（OS、ミドルウェアパラメータシート）～構築

・仮想基盤構築経験　尚可

首都圏

2 ＩＴエンジニア ITサービス運用・保守 ・IT業界経験２年以上 首都圏

3 ＩＴサービスマネジメント ITシステム運用のアセスメントやインフラ運用設計
・ITシステム運用業務経験

・ITIL資格の所有またはPMO経験
首都圏

4 ＩＴサービスマネジメント ITサービス運用・保守
・IT業界経験２年以上

・Windows、Linux、Vmwareの運用または構築経験
山梨

5 ＩＴスペシャリスト インフラ設計構築

・下記のいずれかの経験

　・Windows、UNIX、Linux、Vmware　設計または構築経験

　・Oracle、SQLServer等のDBAまたはSQLでの保守経験

首都圏

6 ＩＴスペシャリスト Windows10及びMicrosoft Office 365 の要件確認、導入、運用、保守

・Windows10使用経験

・Windows10マスター作成　尚可

・Office365利用実績　尚可

・AD等Microsoft系サーバ構築経験　尚可

首都圏

7 ＩＴスペシャリスト データ連携開発
・Javaもしくはオープン系の言語を利用した開発経験

・Informatica製品の使用経験　尚可
首都圏

8 ＩＴスペシャリスト インフラの設計及び構築（サーバ・ストレージ系、ネットワーク系）

・IT業界経験２年以上

・Windows、Linux、Vmwareの構築経験

・設計の経験　尚可

首都圏

9 LSIテストスペシャリスト
・LSIテスタ向けテスト開発と試作・量産評価

・各種計測器を用いた試作デバイス評価

・LSI（ASIC/MCU/ASSP/CIS/SIP等デバイスは問わない）の測定評価経験

・以下、いづれかの開発及び測定評価からレポート作成などの実務経験

① LSIテスタ(ATE:V93000,J750系,T2000系,他)でのテストプログラム開発及びデバイス評価

② 高速I/F(コンプライアンス)やDCDC、発信機など、PGやオシロスコープ・スペアナ等で評価

③ LSIテスタ(ATE)や計測器を用いた評価向けボード開発の立ち上げ

④ 各計測器制御や評価データ集計処理の自動化(VBA等限定せず)開発

⑤ テストプログラム自動生成化の開発経験

・以下があれば尚可

LSIテスタ向けテスト開発と試作・量産評価経験

各種計測器を用いた試作デバイス評価経験

英語（英会話）

海外渡航可

首都圏

10 LSIテストスペシャリスト
・LSIテスタ向けテスト開発と試作・量産評価

・各種計測器を用いた試作デバイス評価

・LSI（ASIC/MCU/ASSP/CIS/SIP等デバイスは問わない）の測定評価経験

・以下、いづれかの開発及び測定評価からレポート作成などの実務経験

① LSIテスタ(ATE:V93000,J750系,T2000系,他)でのテストプログラム開発及びデバイス評価

② LSIテスタ(ATE)や計測器を用いた評価向けボード開発の立ち上げ

以下があれば尚可

・LSIテスタ向けテスト開発と試作・量産評価経験

・各種計測器を用いた試作デバイス評価経験

・英語（英会話）

・海外渡航可

福岡

11 LSIフロントデザインスペシャリスト LSI、FPGA向けロジック回路設計、検証及び開発業務

・画像、通信におけるロジック開発経験

・ARM　CPU開発経験

以下があれば尚可

・詳細仕様に基づいた論理設計、顧客ヒアリングからの要件定義経験

・C言語、C++

・MATLAB

大阪



求人

番号
職種 対象業務 必要とするスキル・経験・資格等 勤務地

12 LSIフロントデザインスペシャリスト LSI、FPGA向けロジック回路設計、検証及び開発業務

・画像、通信におけるロジック開発経験

・ARM　CPU開発経験

以下があれば尚可

・詳細仕様に基づいた論理設計、顧客ヒアリングからの要件定義経験

・C言語、C++

・MATLAB

山梨

13 LSIフロントデザインスペシャリスト
・SoC、FPGA論理設計／検証

・SoC機能評価

・Verilog／VHDLでのRTL設計／検証経験

・SystemVerilog、VerificationIP使用した検証経験

以下があれば尚可

・SoCのシステムレベル設計／検証経験

・ARMコア搭載SoC設計／検証経験

渋谷

14 LSIフロントデザインスペシャリスト LSI、FPGA向けロジック回路設計、検証及び開発業務

・Verilog／VHDLでのRTL設計／検証経験

・SystemVerilog、VerificationIP使用した検証経験

以下があれば尚可

・SoCのシステムレベル設計／検証経験

・ARMコア搭載SoC設計／検証経験

福岡

15 LSIレイアウトデザインスペシャリスト LSIデジタルインプリメント設計業務（論理合成、DFT、STA、レイアウト）

・LSIデジタルインプリメント設計経験

・インプリメント開発での各種EDAツール使用経験

（DFT設計、合成／STA設計、自動レイアウト設計）

・海外対応経験（英会話）　尚可

首都圏

16 LSIレイアウトデザインスペシャリスト LSIデジタルインプリメント設計業務（論理合成、DFT、STA、レイアウト）

・LSIデジタルインプリメント設計経験

・インプリメント開発での各種EDAツール使用経験

（DFT設計、合成／STA設計、自動レイアウト設計）

・海外対応経験（英会話）　尚可

福岡

17 LSIレイアウトデザインスペシャリスト LSIデジタルインプリメント設計業務（論理合成、DFT、STA、レイアウト）

・LSIデジタルインプリメント設計経験

・インプリメント開発での各種EDAツール使用経験

（DFT設計、合成／STA設計、自動レイアウト設計）

・海外対応経験（英会話）　尚可

大阪

18 LSIレイアウトデザインスペシャリスト LSIデジタルインプリメント設計業務（論理合成、DFT、STA、レイアウト）

・LSIデジタルインプリメント設計経験

・インプリメント開発での各種EDAツール使用経験

（DFT設計、合成／STA設計、自動レイアウト設計）

・海外対応経験（英会話）　尚可

名古屋

19 LSIレイアウトデザインスペシャリスト

・アナログ、メモリ、IO回路の回路設計業務

・アナログ、メモリ、IO回路のレイアウト設計業務

・P&R用ライブラリ設計業務

・EDAベンダー（Synopsys/Cadence)のツールを使用したアナログ回路～レイアウト設計の経験

・回路設計：SPICEを使用した回路設計の経験（トランジスタレベル）

・レイアウト設計：レイアウトエディタを使用したレイアウト設計経験

・アナログ回路設計またはレイアウト経験10年以上　歓迎

東京、神奈川

20 LSIレイアウトデザインスペシャリスト

・アナログ、メモリ、IO回路の回路設計業務

・アナログ、メモリ、IO回路のレイアウト設計業務

・P&R用ライブラリ設計業務

・EDAベンダー（Synopsys/Cadence)のツールを使用したアナログ回路～レイアウト設計の経験

・回路設計：SPICEを使用した回路設計の経験（トランジスタレベル）

・レイアウト設計：レイアウトエディタを使用したレイアウト設計経験

・アナログ回路設計またはレイアウト経験10年以上　歓迎

大阪、福岡

21 アプリケーションスペシャリスト 品質管理、資産管理、生産管理システム開発
・VB.NET、C#、C++のいずれかの知識

・データベースの基本的知識
北九州

22 アプリケーションスペシャリスト 業務系システム開発

・VB.NET、C#、C++のいずれかの知識

・データベースの基本的知識

・業務系アプリケーションの構築経験　尚可

・プロジェクトリーダー（数名規模の業務リーダー）経験　尚可

福岡

23 アプリケーションスペシャリスト 生保または損保システム開発
・Java、.Net、COBOL等の開発経験

・生保または損保のシステム開発経験　尚可
首都圏

24 アプリケーションスペシャリスト
システム開発またはインフラ構築プロジェクトのプロジェクトリーダー

（複数名の業務リーダー）

・開発：Java、.net、Pythonいづれかの経験

・介護、国保、医療系業務経験者　尚可

・インフラ構築：詳細設計（OS、ミドルウェアパラメータシート）～構築

・仮想基盤構築経験　尚可

首都圏



求人

番号
職種 対象業務 必要とするスキル・経験・資格等 勤務地

25 アプリケーションスペシャリスト
E-コマースを含む、Webサイトシステムに係る構築プロジェクトでのお客様への提案、

プロジェクトの管理サポート、設計、開発、保守・改善

・WebシステムにおいてHTML、Java、スクリプト（PHP）言語での開発経験

・エンジニア　実務経験5年以上

・プロジェクトリーダー（数名規模の業務リーダー）経験　尚可

渋谷

26 アプリケーションスペシャリスト

DX（AI分析、IoTシステム、RPA含む）に関わる構築プロジェクトでの

お客様への提案、プロジェクトの管理サポート、設計、開発、保守・改善

【IoT人材募集サイトもご覧ください！】

http://www.nsw.co.jp/recruit/iot/index.html

・Java、JavaScript、C　を用いた開発経験

・エンジニア　実務経験5年以上

・プロジェクトリーダー（複数名規模のリーダー）経験　尚可

渋谷

27 アプリケーションスペシャリスト

AI分析、IoTシステム（当社IoTサービス「Toami」含む）に関わる構築プロジェクトにおける

お客様への提案、プロジェクトの管理サポート、設計、開発、構築、保守・改善

【IoT人材募集サイトもご覧ください！】

http://www.nsw.co.jp/recruit/iot/index.html

・Java、JavaScript、C　を用いた開発経験

･エンジニア　実務経験3年以上

・プロジェクトリーダー　実務経験2年以上

大阪

28 ソフトウェアプロダクトスペシャリスト
ソフトウエア開発

（FW開発、OSポーティング、ドライバ開発、サーバーアプリ開発、携帯端末アプリ開発）

・ソフトウエアの設計、製造、評価経験

・OSポーティング、ドライバ開発、要件定義経験　尚可
渋谷

29 ソフトウェアプロダクトスペシャリスト
組込ソフトウェア開発

（IoT機器、医療・ヘルスケア、ロボット、機械・精密、通信機器のFW、ドライバ開発）

・ソフトウエアの設計、製造、評価の経験が３年以上

・C言語での開発経験

以下があれば尚可

・OSポーティングの経験

・ドライバ開発の経験

・マイコン制御のFW開発経験

渋谷／大阪

30 ソフトウェアプロダクトスペシャリスト サーバーアプリ開発（IoTシステム・家電システムなどのサーバーアプリ開発）

・ソフトウエアの設計、製造、評価経験

以下があれば尚可

・Android/iOSアプリ/FW の開発経験

・DB関連知識

渋谷／大阪

31 ソフトウェアプロダクトスペシャリスト
モバイル端末アプリ開発

（IoTシステム・医療機器システムなどのモバイル端末アプリ開発）

・ソフトウエアの設計、製造、評価経験

以下があれば尚可

・Android/iOSアプリ/FW の開発経験

・DB関連知識

渋谷／大阪

32 ソフトウェアプロダクトスペシャリスト
画像関連ソフトウェア開発

(ロボットやドローン、監視カメラなどの画像処理・認識処理のソフトウェア開発）

・ソフトウエアの設計、製造、評価経験

以下があれば尚可

・OpenCVでの開発経験

・画像認識（人物、動物、障害物などの認識）

・AI、DeepLearningの知識

渋谷・首都圏

33 ソフトウェアプロダクトスペシャリスト イメージセンサの評価業務

・イメージセンサの画質評価経験

・カメラの基礎知識保有者（ISO,WB,F値,シャッター速度、露光、HDR等）

以下があれば尚可

・リーダー経験（進捗管理、顧客折衝）

・VBAの開発経験

神奈川西部

34 ソフトウェアプロダクトスペシャリスト イメージセンサの製品仕様書の作成、及び顧客からの問合せ対応

・製品仕様書（英語/日本語）の作成経験

・画質設計や評価の経験

・基板設計の知見

・半導体の基礎知識の保有者

・コミュニケーション力・折衝力

以下があれば尚可

・海外対応経験（read/write）

神奈川西部

35 ソフトウェアプロダクトスペシャリスト スマホ・タブレット(Android/iOS)アプリケーション開発
・スマートフォン（Android/iOS）関連の開発スキル　(Android Java もしくは Objective C)

・サーバーアプリ開発スキル　（Servlet、JavaScript、jquery、MySQL、Ajax等）　尚可
渋谷



求人

番号
職種 対象業務 必要とするスキル・経験・資格等 勤務地

36 ソフトウェアプロダクトスペシャリスト

・車載関連機器（カーナビ / カーオーディオ / ドラレコ など）のソフトウェア開発経験

・組込みソフトウエア

　（Linux / Windows / 各種リアルタイムOS、 C / C++ / Java/ Python　など）の開発経験

・車載系（ADAS　or ECU or カーナビ or カーオーディオ）のソフトウェア開発経験

・組込みソフトウエア（LinuxOS/Windows C、C++ or Java、その他リアルタイムOS/NonOS）の開発経験

以下があれば尚可

・ADAS(先進運転支援システム)関連技術

・AI(DeepLearning)関連技術

・コネクテッド関連(DCM/TCU/SDLなど)の開発経験

・Androidアプリ/FW の開発経験

・MATLAB/Simulinkを利用した開発経験

・ISO26262 or Automotive SPICEを利用した開発経験

・車載通信(CAN、車載Ethernet)関連技術

・AUTOSARの開発経験

・マイコン制御のFW開発経験

渋谷

37 ソフトウェアプロダクトスペシャリスト

・車載関連機器（カーナビ / カーオーディオ / ドラレコ など）のソフトウェア開発経験

・組込みソフトウエア

　（Linux / Windows / 各種リアルタイムOS、 C / C++ / Java/ Python　など）の開発経験

・車載系（ADAS　or ECU or カーナビ or カーオーディオ）のソフトウェア開発経験

・組込みソフトウエア（LinuxOS/Windows C、C++ or Java、その他リアルタイムOS/NonOS）の開発経験

以下があれば尚可

・ADAS(先進運転支援システム)関連技術

・AI(DeepLearning)関連技術

・コネクテッド関連(DCM/TCU/SDLなど)の開発経験

・Androidアプリ/FW の開発経験

・MATLAB/Simulinkを利用した開発経験

・ISO26262 or Automotive SPICEを利用した開発経験

・車載通信(CAN、車載Ethernet)関連技術

・AUTOSARの開発経験

・マイコン制御のFW開発経験

愛知

38 ソフトウェアプロダクトスペシャリスト スマホアプリケーション向けのサーバアプリ開発
・サーバーアプリ開発スキル　（Servlet、JavaScript、jquery、MySQL、Ajax等）

・スマートフォン（Android/iOS）関連の開発スキル　(Android Java もしくは Objective C)　尚可
渋谷

39 プロジェクトマネージャ 品質管理、資産管理、生産管理システム開発
・プロジェクトマネージャ経験

・製造業、生産管理の知識　尚可
北九州

40 プロジェクトマネージャ 金融関連システム開発のプロジェクトマネージャ

・プロジェクトマネージャ経験

・Java、.Net、COBOL等の開発経験

・金融関連システム開発経験　尚可

首都圏

41 プロジェクトマネージャ システム開発またはインフラ構築のプロジェクトマネージャ
・プロジェクトマネージャ経験

・PMPの資格保有者、高度情報処理試験資格保有者　尚可
首都圏

42 ボードデザインスペシャリスト ボード開発（デジタル回路設計、アートワーク設計指示、機能評価）、FPGA開発

以下のいずれかの経験

　・デジタル回路設計

　・アートワーク設計指示

　・ボード機能評価

以下の経験があれば尚可

　・FW開発

　・FPGA開発、評価

首都圏

43 営業スペシャリスト 金融（損保、生保、クレジット）業でのソリューション営業
・IT業界での営業経験

・金融業界、IT業界での人脈がある方　尚可
渋谷

44 営業スペシャリスト 流通業、製造業、物流業でのソリューション営業
・IT業界又は、各業種（流通、製造、物流）での営業経験

・各業種（流通、製造、物流）における業務スキル　尚可
渋谷

45 営業スペシャリスト 官公庁業でのソリューション営業
・IT業界又は、官公庁向けの営業経験

・ITメーカー又はベンダー向け営業経験　尚可
渋谷

46 営業スペシャリスト モバイル・車載業界向け営業
・IT分野における組込機器向けソフト／ハード設計及びシステムソリューション営業

・モバイル(スマートフォン)、オートモーティブ業界知識　尚可
渋谷



求人

番号
職種 対象業務 必要とするスキル・経験・資格等 勤務地

47 営業スペシャリスト 産業設備、医療・ヘルスケア、通信業界向け営業
・IT分野における組込機器向けソフト／ハード設計及びシステムソリューション営業

・産業設備、医療・ヘルスケア、通信業界知識　尚可
渋谷

48 営業スペシャリスト 半導体業界向け営業
・IT分野における組込機器向けソフト／ハード設計及びシステムソリューション営業

・半導体業界知識　尚可
渋谷or福岡

49 営業スペシャリスト IoT／AI／AR／RPAなどDX関連営業
・IT業界経験２年以上

・営業経験有り
渋谷

50 営業スペシャリスト IoT／AI／AR／RPAなどDX関連営業
・IT業界経験２年以上

・営業経験有り
大阪

51 営業スペシャリスト クラウド／DC関連営業
・IT業界経験２年以上

・営業経験有り
大阪


