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Back-end Engineer【バックエンドエンジニア】大規模サービスを抱えるIT企業を、インフラ技術で
支えるス…
No edu background 30年以上の実績を持つ経験豊富なIT企業です

Job Information
Recruiter
Nextbeat Co.Ltd
Job ID
882360
Job Type
Permanent Full-time
Location
Tokyo - 23 Wards
Salary
4 million yen ~ 5.5 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
Daily Conversation
Minimum Education Level
Associate Degree/Diploma
Visa Status
No permission to work in Japan required

Job Description
クラウド構築や、セキュリティ・監視ツールなど、高度な情報化社会において、必須となるITインフラ技術のスペシャリスト。
誰もが知るサービスを裏方として支える技術力を持ち、確かな技術力を身に着けられる環境があります。
【仕事内容】
開発エンジニア職／自社SaaSの企画開発
■業務内容：
自社SaaSの企画・設計・開発、社内利用のツール作成、Pandora FMS開発支援を行います。

Page 2 of 3
■業務の特徴：
配属部署のサービス開発部では、MSP事業で得られるシステム運用・監視のノウハウや知見を機械化することにより、運用・監視業務
の省力化・自動化につながるようなツールをSaaSとして開発・提供しています。主に自社SaaSの企画・設計・開発・保守を担当します
が、状況に応じて社内利用ツールや自社サービスの土台になっているPandora FMS Enterpriseの開発、もしくはその支援にも携わり
ます。開発チーム、サポートチーム（ともに4名程度）で協働して、SaaSの企画から保守・運用までを行います。
■組織構成：
所属するサービス開発部は、部長1名（男性）、マネージャ1名（男性）、メンバー5名（男性4、女性1）、契約1名（男性）の計8名で構成さ
れています。※うち、20代は4名居ます。
Specialist in IT infrastructure technology that is indispensable in advanced information society such as cloud construction
and security / monitoring tools.
There is a chance to support famous services behind the scenes and can gain the technical skills at the same time.

Job Description
Development engineer / Planning and development of in-house SaaS
■ Business description:
In-house SaaS planning / design / development, internal use tool creation, Pandora FMS development support.
■ Business features:
The Service Development Department of the assigned department develops and provides SaaS as a tool that leads to labor
saving and automation of operation and monitoring operations by mechanizing the know-how and knowledge of system
operation and monitoring obtained in the MSP business . Mainly in charge of planning, design, development and
maintenance of in-house SaaS, depending on the situation, we will also be involved in the development or support of
Pandora FMS Enterprise, which is the foundation of in-house tools and services. The development team and support team
(around 4 people) will collaborate on SaaS planning, maintenance, and operation.
■ Organizational structure:
The service development department to which we belong is made up of a total of 8 people: 1 director (male), 1 manager
(male), 5 members (4 men, 1 woman), and 1 contract (male). * There are 4 people in their 20s.

Required Skills
※学歴不問
■必須条件：
・Web アプリ開発経験…主に「Node.js」を利用しますが、MVCモデルのフレームワークを利用したWebアプリ開発経験があれば言語
は問いません
・英語力…技術的なやりとりができるレベル
■歓迎条件：
・JavaScript（Node.js）、PHP、RubyOnRailsでのWebアプリ開発経験
・Java、Perl、C++のコードリーディング、および改修のスキル
・Webアプリのインフラを設計した経験
■求める人物像：
・英語で技術的なやりとりができる方
・受け身ではなく能動的に学習する姿勢を持っている方
・目標や課題を自ら設定し、チームと連携しながら、最終的なゴールまでのシナリオを描き計画的に行動できる方
* No educational background
■ Required conditions:
・ Web application development experience: We mainly use "Node.js", but if you have web application development
experience using the MVC model framework, you can use any language
・ English ability: Level of technical communication
■ Welcome conditions:
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・ Web application development experience with JavaScript (Node.js), PHP, RubyOnRails
Java, Perl, C ++ code reading and modification skills
・ Experience designing web application infrastructure
■ Ideal candidate profile:
・ Those who can technically communicate in English
・ Those who are not passive but have an active learning attitude
・ Persons who can set goals and issues themselves, work with teams, draw scenarios up to the final goal, and act
systematically.

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】
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!

