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Front end engineerIn-house smartphone application【フロントエンドエ…
アプリの年間製作数はおよそ100本。 ランキング上位のタイトルも多く保有。…

Job Information
Recruiter
Nextbeat Co.Ltd
Job ID
882355
Job Type
Permanent Full-time
Location
Tokyo - 23 Wards
Salary
4 million yen ~ 8 million yen
Work Hours
10:00-19:00、休憩1時間（※目安のため、異なる場合があります）
Holidays
完全週休2日制/夏期休暇/冬期休暇/有給休暇/慶弔休暇/育児休暇/等
Refreshed
December 5th, 2019 02:00

General Requirements
Career Level
Mid Career
Minimum English Level
Business Level
Minimum Japanese Level
Business Level
Minimum Education Level
Associate Degree/Diploma
Visa Status
No permission to work in Japan required

Job Description
アプリの年間製作数はおよそ100本。 ランキング上位のタイトルも多く保有。
自社製作の他に大手企業様からの製作依頼やコラボ案件なども多数あります。現在進行形の案件としては某大手メーカー様とのス
マートフォンアプリを利用した新型デバイス共同研究事業もあります。
会社設立後、約3年ぐらいの第2成長期の会社なので、メイン業務となる開発はもちろん、事業企画や案件ディレクション、ビジネス立
案、プロデュースなど、ビジネス成長させるために幅広い経験が出来ることも当社の魅力です。
ここは意欲と挑戦に溢れる急成長中アプリベンチャーです。
あなたの夢を、ぜひ当社で実現してください！
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数百万人が利用する人気投稿サービスのスマホアプリを基軸として、toCのスマホアプリ、toBのマーケティング支援ツールを自社アプリ
として開発、運営しています。
国内トップクラスのスマホアプリ受託開発実績を持ち、スキルアップにも最適な環境です。
【仕事内容】
この度、クオリティの高いアプリを開発できるフロントエンドエンジニアを募集します。
当社のウリは自由で主体性を発揮できるところですので、
あたなの自由な発想で当社の技術や資産を使って面白いプロジェクトの起ち上げを担って頂けます。
【開発体制】
・今回のプロジェクトのチーム規模：5人程度
・サーバアプリの開発(LAMP環境)
・awsなどのパブリッククラウドを利用
・スマホアプリの対抗となるAPI開発
・CMS機能開発
in-house Service PHP Developer/Engineer
Approximately 100 apps are produced annually. We have a lot of high ranking titles.
In addition to in-house production, there are many production requests and collaboration projects from major companies. As
an ongoing project, there is also a “new device joint research project” using a smartphone app with a major manufacturer.
Since it is a company in the second growth period of about 3 years after the establishment of the company, we can have a
wide range of experience to grow the business such as business planning, project direction, business planning, produce, etc.
as well as the main business development It is attractive.
This is a fast-growing app venture full of motivation and challenge.
Make your dream come true with us!

Based on the popular post service smartphone app used by millions of people, we develop and operate toC smartphone
apps and toB marketing support tools as our own apps.
It has the track record of contract development of top-class smartphone apps in Japan, and it is an ideal environment for skill
improvement.
Job Description
We are looking for front-end engineers who can develop high-quality apps.
Because our uri is free and can demonstrate its independence,
With your free ideas, you can start up interesting projects using our technology and assets.
Development system
・ Team size of this project: About 5 people
・ Development of server application (LAMP environment)
・ Use public clouds such as aws
・ API development to compete with smartphone apps
・ CMS function development
in-house Service PHP Developer / Engineer

Required Skills
【必須スキル】
・５名程度のチームのPM/SE経験2年以上
・工数見積の調整
【歓迎スキル】
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・iOS or Android or PHP による開発経験2年以上
【求める人物像】
◎いつも新しいことに挑戦し続けていたい
◎自分の考えたサービスを具現化したい
◎チームで何かを作り上げるのが好き
◎アットホームで楽しい雰囲気の会社で働きたい
◎サービス開発やビジネス化にも興味がある
◎これから大きく成長するベンチャーで働いてみたい
◎いつもスマホなどの新しい業界にいたい
【選考プロセス】
書類選考⇒1次面接⇒最終面接⇒内定
・ご応募いただいた内容をもとに、書類選考を実施いたします
・選考後、追ってご連絡いたします
・面接の希望日時等がある方は、ご相談ください
・応募から内定まで2週間〜1ヶ月程度を予定しております
・入社日はご相談に応じます

----------------------------------------------------------------Required skills
・ More than 2 years of PM / SE experience for a team of about 5 people
・ Adjustment of man-hour estimate
Welcome skill
・ Development experience with iOS or Android or PHP more than 2 years
Ideal candidate profile
・Those who want to keep trying new things
・Person who wants to embody the service that he thought
・Someone who likes to build something with a team
・Those who want to work in a company with a cozy atmosphere
・People who are interested in service development and commercialization
・Those who want to work in a venture that will grow greatly
・People who always want to be in a new industry such as smartphones
Selection process
Document selection ⇒ primary interview ⇒ final interview ⇒ offer
・ Document selection
・ After selection, we will contact you later
・ Please contact us if you have a desired date and time for an interview.
・ It is planned to take 2 weeks to 1 month from application to appointment.
・ We accept consultation on the date of hiring
-----------------------------------------------------------------

Company Description
TOMATES AGENTは、バイリンガル採用・グローバル企業に特化した人材エージェントです。
英語でのお仕事を探されている方や海外でのお仕事経験をお持ちの方に向けて、グローバル人材を求めている企業様をご紹介します。
TOMATE AGENTでグローバル企業への転職を数多く手がけてきたコンサルタントが転職先の希望をお伺いし、あなたにピッタリの求
人を見つけます。転職に関する不安や悩みも、丁寧なコンサルティングにより全面的にサポート。語学力を活かしたキャリアアップやグ
ローバル企業にチャレンジしたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。
【株式会社ネクストビートについて】
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ITビジネスを通じてニッポンの社会課題に貢献
ネクストビートは「人口減少社会において必要とされるインターネット事業を創造し、ニッポンを元気にする」という理念を掲げ、2013年
に創業しました。 人口減少に伴い多方面に広がる社会課題に対し、私たちは「ITの力」を駆使し、ひとつひとつ解決を担うビジネスを創
造していきます。
What'sTOMATES agent?!
We are a job reqruitment agency in Tokyo that specialized in IT industry. Our team members are from all over the world that
we can help you how to settle down in Japan which we all exprienced in the past ourselves! We can support your career
development in the rapidly evolving IT industry that is only set to continue to grow in the coming years.
We are able to introduce a range of companies involved in recruitment that are involved in overseas/global markets, using
the latest languages such as Scala, Golang .
Please contact us anytime, any questions will be more than welcome!

