採用ポジション： 衛星アーキテクト エンジニア
■ご応募に関しまして
連絡先：QPS 研究所採用担当 hr@i-qps.com
件名に「衛星アーキテクト エンジニア」とポジション名を明記いただき、経歴書、
職務経歴書をお送りください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
項

目

内

雇 用 形 態

正社員

採 用 人 数

１名

職 務 内 容

容

弊社の人工衛星事業において、衛星コンステレーションに最適化された衛星
内ソフトウェアアーキテクチャ及びミドルウェアの開発
■必須要件:
・人工衛星、ロボット、IoT 機器等の分野での組込機器内ソフトウェアアー
キテクチャまたはミドルウェアの設計・運用において実務経験が直近 2 年以
上あること
・日本語並びに英語での技術上のコミュニケーション

必 要 条 件

・必要言語:C/C++に熟知していること
■歓迎要件:
・通信工学、電気/電子工学の知識
・組込機器のファームウェアの開発
・	
  UML を用いた開発
現在は少人数体制のため、同ポジションのための専任はおらず、他の技術者

募 集 背 景

が兼務している状況です。 新しい人材を迎えることで、衛星の改修等を迅速
に行い、今後の開発に繋げて頂きたいと考えています。

勤

務

地

予 定 年 収

福岡市
700 万円〜
・年間休日 127 日（完全週休 2 日制※土日祝日）

休

日

・年次有給休暇(入社半年経過後 10 日付与されるものとする)
・慶弔休暇
・健康保険
・厚生年金

福 利 厚 生

・雇用保険
・労災保険
・通勤手当（会社規定あり）

就 業 時 間

9:00〜18:00(所定労働時間:8 時間)

Position：Engineer

for satellite software architecture

All applications should be submitted to: hr@i-qps.com
Please indicate the Post Title: “Engineer for satellite software architecture”
in your e-mail subject and attach your summary CV. If you have any questions
concerning persons or company, please fell free to contact us.
Item

Contents

Contract type

Permanent employee

Number of new hire

１
Key Responsibilities

Job description

・Develop satellite software architecture and middleware which
optimize the satellite constellation
■Required Skills and Qualifications
・Should have more than 2 years of experience in the design and
operation of software architecture and middleware in embedded
sysems such as satellite / robotics / IoT devices

Required Skills
and Qualifications

・Must have good communication skills in English and Japanese
・Has excellent knowledge of C/C++
■Welcome
・ Has

knowledge

in

communications

engineering,

electrical

engineering and electronics engineering
・Has experience with firmware development of embedded system
・Has experience with development by UML
Background
for recruitment

Since the team size is small, actually each engineer has several roles.
We are looking for a talented and motivated architecture engineer
to join our engineering team and improve satellite system.

Locations

Fukuoka city

Wages

7,000,000 JPY〜
・127 leaves in year (varies depending on the number of holidays)

Leaves

・Annual Paid leaves
・Special leave for weddings and funerals
・Health insurance
・Welfare annuity insurance

Company welfare

・Employment insurance
・Workmen's compensation insurance
・ Commutation allowance for One-month pass （ conforming to
company rule）

Working hours

General rule 8 hours per day

