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ポジション IT セキュリティ エンジニア （IT 部門） 

雇用形態 正社員 

勤務地 丸の内（東京駅徒歩１分） 

主な業務内容 

アラムコ・アジアのオフィス（東京、北京、廈門市、上海、ソウル、シンガポール、デリ）に対して、セキュリティ管

理業務を実施・支援する優れた情報セキュリティ管理者を募集します。アラムコ・アジア IT チームの一員とし

て、IT システムにおける情報技術とセキュリティソリューションの完全性かつ有効性を確実にするため、技術・

管理・オペレーショナルセキュリティコントロールの考案・実装・支援および管理の全般に渡る業務を担当して

いただきます。この業務は、セキュリティ管理に関する技術的および非技術的な知識とスキル、また多種多様

なセキュリティ製品の運用管理を必要とします。 

- 各種 IT security 管理、IT security 製品の維持・管理 

- 各種 security policy、guidelineの策定・導入 

- グルーバルのセキュリティリスク管理・セキュリティ成熟度プログラムの運用 

- Security event, incident の調査 

- セキュリティ対策計画、構築、運用 

- 夜間待機業務あり (別途手当支給) 

応募要件 

- コンピュータ理工学または関連分野の学士以上の学位 

- 8 年以上のセキュリティサービスプロバイダまたは社内向けのセキュリティ管理業務での業務経験 

- CISSP, SANS 等、ベンダーニュートラルな応募時点で有効なセキュリティ認定資格 

- 各種セキュリティベンダ、または IT 機器ベンダの応募時点で有効な認定資格 

- 各種セキュリティプロトコル、セキュリティ製品の知識、ハンズオンの経験 

- スクリプト・プログラミング(PowerShell/MS-Batch/VBS)の作成・編集経験 

- プロジェクトマネジメント、ベンダーマネジメントの経験 

- 基本的なセキュリティ・ネットワークプロトコルの知識 

- 積極的及びプロフェッショナルに行動する意識 

- 英語の読み書きが堪能で、ビジネスレベルの英会話(TOEIC750 点以上) 

- ネイティブ又は流暢な日本語レベル(N1 レベル、読み、書き、会話) 

就業条件 

就業時間 9：00-17：30（プロジェクト等で残業する可能性あり） 

就業場所 丸の内ビル 

給与条件 当社規定 

福利厚生 健康保険、厚生年金、労災、雇用保険、通勤費、ベネフィット・ワン、昼食費補助 

選考プロセス 

① 書類選考 

② 1 次面接・筆記試験（テクニカル・適性検査） 

③ 2 次面接 

④ 最終面接 

・面接と試験は英語によるものも含まれます 

・上記フローは変更になる場合があります 

応募方法 

履歴書(和文定型)ならびに職務経歴書(和文・英文)を AAJ-Recruiting@aramcoasia.com にご送信くださ

い。 

※職務経歴書には、通常業務やプロジェクトにどのように関わったのか明確にわかるよう、具体的な役割を記

述してください。 
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Position 
IT Security Engineer 
 <Information Technology Department> 

Employment Status Regular Employee 

Work Location Marunouchi, Tokyo（In front of Tokyo Station） 

Responsibilities include, 
but not limited to 

Aramco Asia Japan K.K. is looking for a qualified information security engineer 
to assist in performing Security Operation tasks for Aramco Asia offices(Japan, 
China, South Korea, Singapore and India). As a member of the Aramco Asia IT 
team, the engineer will support and/or conduct the technical, management and 
operational security controls in accordance to ensure the completeness and 
effectiveness of the IT system’s information technology and security solutions. 
This position required both technical and non-technical knowledge and skill for 
security management. 

- Information Security Management System and IT security products 
operation and maintenance 

- IT security policies, guidelines design, implementation and maintenance 

- Operation of global program of security risk and security maturity 
assessment 

- Investigation of security detected event/incident 

- Design, implement and maintenance security control 

- On-call stand-by (separate allowance payment) 

Qualifications 

- Legal Japanese Resident Status is required. 

- Bachelor’s Degree in Computer science or equivalent  

- More than 8 years of experience as a IT security service provider or 
corporate internal IT security operation. Both experience have are plus. 

- Holding vendor neutral IT security certificates such as CISSP, SANS 
certificate and it must be valid. 

- Holding IT security product vendor certificates are plus. 

- Deep knowledge of security protocols, security products with hands-on skill 

- Experience and knowledge of script/programming (shell, PowerShell).  

- Project & vendor management experiences 

- Basic knowledge of network protocol 

- Positive and professional behavior 

- Business level English (TOEIC:750+, Reading/Writing/Speaking) 

- Native or fluent level Japanese (N1 level, Reading/Writing/Speaking) 

Work Conditions 
 

Work Time 9：00-17：30 

Location Marunouchi Building 

Compensation   

Benefits 
Health Insurance, Employee Pension Plan、Labor Insurance、

Commutation Fee、Benefit One Program, Lunch Subsidiaries 

Hiring Process 

① CV Screening 

② Technical Test and Interview by Hiring Department 

③ 2nd Interview by Human Resources Department 

④ Final Interview by Representative Director 

・Interview and tests are conducted both in Japanese and English 

・Above flow is subject to change 

How to Apply 
Please send CV to AAJ-Recruiting@aramcoasia.com 
 - Please attach Japanese version if possible 
 - Please make sure to describe the materials you deal with your concrete role 

mailto:AAJ-Recruiting@aramcoasia.com

