
あなたの英語⼒に、 
ITという付加価値を。

- Earth Technology Co., Ltd. -
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ITエンジニアが「英語力」を持つ必要性

最新技術は常に海外から

ITインフラ 英語

IT業界で活躍するためには英語力が必要不可欠！

× ＝

外資系クライアントのやりとりで有利

プログラムの公式ドキュメントは全て英語

最新の技術情報ほど、英語で発信されていることが多く、情報の
キャッチアップには英語がかかせません。 

クライアントが外国人であっても差し障りなく会話したり、提供さ
れる資料を読むことができます。 

専門用語は英語翻訳ツールを使ってもうまく翻訳されない場合が
あるので、原文のまま読解できると仕事がスムーズに進みます。 

CAREER PATH 

私たちの日常生活の根幹を支える

5Gネットワークの
基盤構築

海外/国内拠点の 
サーバー設計・構築 

世界中どこでも誰とでも働ける
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外資系クライアントの 
IT通訳・翻訳 

ITエンジニアが

将来的には

「プロジェクトマネージャー」「ITコンサルタント」も？

「真のグローバル人材へ」

アソシエイトエンジニア エンジニア 
チーフエンジニア 

シニアエンジニア 

運用・保守 構築 設計 プロジェクトマネージャー
ITコンサルタント 
管理/マネジメント

既存のネットワークやサー
バーが正常に稼働するよう
に対応

設計書に基づき、トライア
ンドエラーを繰り返しなが
ら必要とされる環境やシス
テムを作り上げる

クライアントの要望を基
に、最適な環境やシステム
を作るための設計書を作成
する

下流行程 上流行程

大規模チームの 
マネジメントスキル中小規模チームの 

マネジメントスキル基礎的な技術を身につける 基本的な対応を単独でできる

技術者としては一人前。
個々の興味関心に応じて、
さらに技術を磨く

２
４

８

１０ 

年数 

幅広い業界のプロジェクトを手がけているので、
グローバル案件保有数はトップクラス！
そのため、社員一人ひとりが描くキャリアビジョンを尊重しながら、
希望や経験に合わせた業務が任されます。

- キャリアパス -
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社員が意欲的に働きやすい 
環境に魅力を感じ、入社を決意。 

世界で通用するスキルを身につけたい

新卒入社3年目 

VOICE  - 社員の声 - 

学生時代は文系大学へ進学し、外国語の授業や留学等の経験を通して、言語のスキルを
身につけました。ただし、言語はあくまでもコミュニケーションツールなので、世界に
通用するスキルをもう1つ身につけておきたいと考え、そもそもパソコンに興味があっ
たということもあり、エンジニアを目指そうと思いました。学生時代に培った「英語
力」が活かせること、皆と志を同じくし、技術力を高め合う環境が整っていることに魅
力を感じ、入社を決めました。

日々、新しい知識を学べることに仕事のやりがいを感じています

現在は大手通信キャリアに常駐し、60名のチームメンバーと一緒にクラウド環境の構築
を行なっています。サーバーにOSをインストールし、アプリケーションが乗るための環
境を整えるのが主な仕事です。日々、新しい知識を学べる職場環境で仕事ができるので
やりがいを感じます。最近はアプリ運用に関係するあらゆる工程を自動化するための
オープンソースプラットフォーム「Kubernetes」を勉強していて、今後は自分で設定を
入れていく「自動化」というところを挑戦してみたいと思います。

学生時代に磨いた「英語力」が大きな強みに 

大学では外国人留学生と接する機会が多く、インターナショナルな環境に身をおいてい
たので、そこで培ったコミュニケーション能力や英語力は、業務で外国人のお客さまと
お話しする際や、英語で記載された業務フローのマニュアル書を読む場面で活かすこと
ができています。また、ネットワークに関する基礎知識は入社後の技術研修で学ぶこと
ができ、配属後も先輩社員が丁寧に指導してくださるので、文系出身・IT未経験の方も
ハードルを感じることなく挑戦できる環境があります。

新卒入社2年目 

自ら学ぶ姿勢を忘れず、 
日々の業務にやりがいを見つける。 

「人」の温かさが入社の決め手

学生時代に培った「英語力」を活かしたいと思い、そこをベースに就職活動を進めてい
ました。その中でEarth Technologyを見つけ、「IT未経験でもエンジニアへ」という文
字に惹かれて応募しましたが、採用面接を通して「人」の温かさに触れることができ、
自分の働く姿を想像することができたのが入社の決め手です。入社後も上司や先輩方が
私の成長に真剣に向き合って伸ばしてくださるので、血の通った会社というところが魅
力です。

時代の最先端・5G通信を支える仕事

5Gのソフトウェアの検証を行なっています。月に一度、新しいソフトウェアがリリー
スされるので、前のソフトウェアと比較して、どこが良くなって、どこが悪くなったの
かというのを検証します。その作業の中で、インドにいるエンジニアと英語でやりとり
をする場面があるのですが、英語ができないチームメンバーとの仲を取り持つカウン
ターパーソンの1人として、仕事をしています。今はこうなりたいという具体的なキャ
リアビジョンというよりも、自分の考えをしっかり持つことが大事だと思っています。
一緒に働いている技術力の高いエンジニア達と少しでもレベルの高い会話ができるよう
に、毎日一歩ずつでも進んでいきたいです。

自ら学ぶ環境を作り出すことが仕事のモチベーションに 

大学生活の中でアルバイトや卒業論文の制作の経験を通して学んだ、何事に対しても真
剣に向き合うという姿勢が、会社や常駐先での業務に活かされていると思います。毎
日、同じような日々を過ごしていると、ありがたい環境にいるのにそれが当たり前と感
じてしまうことがあります。そういう時は自ら学ぶ環境を作り出し、例えばチームメン
バーとの会話や、業務を遂行する中で、自分でやりがいを見つけながらできるように心
がけています。
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DATA  
文系 大学 

出身者 TOEIC 平均点

815点 
留学•海外 経験

93% 
採用実績校 大学院 

愛知県立大学、青山学院大学、亜細亜大学、宇都宮大学、桜美林大学、大阪大学、大妻女子大学、お茶の水女子大学、神奈川大学、金沢星稜大学、
関西外国語大学、関西大学、関西学院大学、神田外語大学、関東学院大学、学習院大学、京都外国語大学、共立女子大学、杏林大学、熊本県立大
学、恵泉女学園大学、神戸市外国語大学、国際教養大学、国際基督教大学、国士舘大学、駒澤大学、滋賀県立大学、信州大学、上智大学、成蹊大
学、清泉女子大学、専修大学、創価大学、拓殖大学、大東文化大学、千葉大学、中京大学、津田塾大学、都留文科大学、東京家政大学、東京外国語
大学、東京国際大学、東京女子大学、東京大学、同志社女子大学、同志社大学、東北学院大学、東洋学園大学、東洋大学、獨協大学、長崎大学、名
古屋外国語大学、名古屋市立大学、南山大学、白鴎大学、広島女学院大学、藤女子大学、文京学院大学、文教大学、法政大学、北海道大学、宮崎国
際大学、武庫川大学、武蔵大学、武蔵野大学、名桜大学、明海大学、明治学院大学、明治大学、明星大学、安田女子大学、山梨学院大学、横浜市立
大学、立教大学、立命館アジア太平洋大学、立命館大学、龍谷大学、麗澤大学、早稲田大学 

大阪大学、国際教養大学、上智大学、東京大学、日本大学

大学 

短大•高専•専門学校 
上智大学短期大学部、専門学校神田外語学院、早稲田外語専門学校 
IPU New Zealand Tertiary Institute 
TES 東京英語専門学校、William Angliss Institute
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募集要項 会社概要

職種名        グローバルエキスパート(インフラエンジニア) 

雇用形態        正社員 

応募要件        四年制大学、または大学院を卒業する予定の方 
        ※文理は不問です 

給与        月給：225,000円 
        ※残業代は別途支給あり 

休日        完全週休2日制、年末年始休暇、有給休暇、特別休暇 
        ※プロジェクト先により異なる場合がございます 

昇給        年2回(4月、10月) 

賞与                年2回(7月、12月) 
        ※入社後6ヶ月後は対象外となります 

勤務地        本社(東京都豊島区池袋) 
        プロジェクト先(東京・神奈川・千葉など※主に東京23区内) 
        ※支店間の転勤はありません。 

試用期間        あり(入社後6ヶ月間) 
        契約社員として雇用契約を締結します。 
        試用期間中の給与は　 
        月給：214,000円(残業代は別途支給あり)となります。 

 

社名          Earth Technology株式会社 

代表取締役       能代達也 

所在地(本社)    東京都豊島区南池袋1丁目19-6  
　　　　　　　オリックス池袋ビル 9F 

所在地          大阪府大阪市淀川区宮原2丁目14番地4号 
(大阪支店)        MF新大阪ビル2階 B号室 

設立　　          2013年1月8日 

資本金　          2,000万円 

従業員数          544名 
                         (2022年5月現在) 

連絡先          03-6912-8942(代表) 
          03-6912-8947(人事採用担当) 

事業内容          ・コンピューター機器及び、ソフトウェアの開発・販売 
          ・情報処理及び情報提供サービス 
          ・情報システムの設計・開発 
          ・情報通信技術に関する教育事業 
          ・労働者派遣事業 
                         ・グローバルサポート事業 
          ・クラウドインテグレーション事業 
          ・ITコンサル業務

RECRUIT INFORMATION - 採用情報 - 

当社ホームページ、リクナビ、マイナビ、学情ナビよりエントリー受付中。 

各就職ナビより　　　　　　　　　　　　　で検索してください。

エントリー 
方法

お問い合わせ
URL ：https://recruit.tech-earth.net 

Mail ：saiyo@tech-earth.co.jp 

〒171-0022 
東京都豊島区南池袋1丁目19-6 
オリックス池袋ビル 9F 
採用戦略G 

Earth Technology 

SNS
ポスト投稿&インスタライブで最新情報をお届け！ 
フォロー&いいね！をお願いします♪ 

選考フロー　※選考フローは変更する場合がございます 

内
定

採用ホームページから 
　エントリー

2次選考 

Earth Technology  
「Instagram」公式アカウント 

オンライン説明会 1次選考 

http://recruit.tech-earth.net
mailto:saiyo@tech-earth.co.jp



