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     Job and Department Title  

職種および部門 
 

Job Title 

職種： 

Simulator Maintenance Technician 

シミュレーター整備技術者 
Department name 

部門： 

Training and Flight Operations 

運航訓練部 
Airbus Group Job Family 

エアバスグループセクション 

Helicopters 

ヘリコプター 
Grade  

職位 

Non-manager / Manager position 

非管理職もしくは管理職 
 
 

Job Summary  

職務の概要 
 

The Simulator Maintenance Technician is responsible for operation and maintenance of the H135 
(EC135) Full Flight Simulator located in Kobe, Japan. 
[based on experience, the scope of work will be adjusted to a senior or junior position] 

シミュレーター整備技術者は当社の神戸空港事業所に導入されている H135(EC135)のフル・

フライト・シミュレーターの運用および整備を担います。 

（ご経験に基づいて、職務の範囲は調整させていただきます。） 
 
 

Main Responsibilities 

主な責務                    
 

1. Simulator Maintenance 
Daily pre/post flight inspections and housekeeping tasks 
Preventative maintenance tasks in accordance with OEM maintenance program 
Testing tasks in accordance with continuous certification plan 
Documentations and record keeping related to operation and maintenance 

シミュレーターのメンテナンス 

 日々の飛行シミュレーション前後の点検および関連庶務 

 OEM機体のメンテナンスプログラムに則した事故未然防止のための保守業務 

 継続的な認証計画に則した試験業務 

 稼働およびメンテナンス時の書類作成および記録保持 

  
2. Simulator Repairs 

Troubleshooting 
Hardware and software repairs 
Modifications and improvement work 

シミュレーターの修理 

 トラブル発生時の対応 

 ハードウェア、ソフトウェアの修繕 

 改良・改善業務 
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3. Management 

Simulator log book and other record keeping, and reporting 
Spare parts and materials management 

管理 

    シミュレーターログブックや関連書類の記録保持および報告 

    予備部品ほか備品等の管理 

 

 

Minimum Qualifications  

応募資格 
 

Minimum Education: University, Technical College, or equivalent. 

学歴：大卒、専門学校卒 もしくはこれらに相当する学校を卒業した者 

 

Minimum level of professional experience:  
Ideally experience in maintenance and/or operation of flight simulators, or similar electro-mechanical systems, 
and associated computer systems. 

専門経験 
フライトシミュレーターもしくは類似のシステム、コンピューターのシステム、ソフトウェア、ハードウェア

のメンテナンスの経験がある方 

 

Skills and abilities 
スキル・能力 
 Computer skills 

Understanding and experience/high interest in real time computing environment 
Knowledge and experience in commercial workstation hardware maintenance and Windows/Linux software 
systems operations 

コンピュータースキル 

リアルタイムコンピューティング環境への理解および高い関心 

ビジネス用ワークステーションのハードウェアのメンテナンスや Windows/Linux のソフトウェアシス

テムの運用に関する知識、経験 
 

 Electrical systems skills 
Basic knowledge to work safety around weak and strong electrical equipment 
Basic skills and knowledge to use electrical tools, diagnostic tools, and test equipment 
Ability to understand basic electrical system manuals and schematics 

電気系統に関するスキル 

強・弱電の電気機器を安全に扱える基本的な知識 

電動工具や診断器具、また試験機器を扱える基本的なスキルおよび知識 

基本的な電気系統のマニュアルや回路図を理解できる能力 
 

 Mechanical systems skills 
Basic knowledge  to work safely around heavy and complex mechanical equipment 
Basic skills to use hand tools and power tools to work on simulator mechanical systems 

機械系統に関するスキル 

重厚で複合的な機械を安全に扱える基本的な知識 

シミュレーターの機械系統を扱う上で必要な手・電動工具の基本的な知識 
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 Management skills 

Skills and abilities to work with maintenance and operation documents and manuals, and plan and execute 
tasks based on the requirements 

管理スキル 

メンテナンスや操作に係る書類やマニュアルを管理し、要件に基づいて業務を計画、実行できるスキ

ルと能力 
 

 Communication skills 
Ability to communicate with colleagues and specialists in English 
Ability to communicate and work with OEM support representatives in English (email/phone) 
Japanese language skill a plus 

コミュニケーションスキル 

同僚や専門家と英語で簡単なコミュニケーションがとれる能力 

OEM 機体のサポート担当者と英語で簡単なコミュニケーションがとれる能力 
 

 

Working Conditions / Environment 

就業条件/環境 
 

Job responsibilities are performed indoors, in the computer server room and around the flight 
simulator, including high places and confined spaces. 

屋内やコンピューターのサーバールームもしくは高所や密室となるフライトシミュレーター周辺

にて業務を担当いただきます。 

 
Job tasks involve moderate physical work such as carrying equipment and tools, and climbing on 
the simulator system 

業務は機器や工具の運搬やシミュレーターまで登るようなある程度の身体的な作業があります。 

 
Duty hours are basically limited to daytime on weekdays, with occasional night or weekend hours 

勤務時間は基本的に昼間に限定されていますが時折、夜間や週末となる場合があります。 

 
Possible domestic and international travel for related trainings and meetings 

業務に関連する訓練や会議に参加するため、国内外への出張があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* This description may change and may be revised as Management see’s fit. 

 以上の説明内容は会社に都合より、変更および修正される場合があります。 


