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Backend Engineer【バックエンドエンジニア】 大手企業のサービスサイトをはじめとして、多くの
Webサイ…
Low turnover rate 5% less, global envi..

Job Information
Recruiter
Nextbeat Co.Ltd
Job ID
882363
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
多様なバックグラウンドを持つ方がおり、お互いを尊重しつつ、自由に意見が言い合える環境づくりを心がけています。

プロフェッショナルとして、スキルアップするために、さまざまなチャンスも与えられるため、エンジニアとして、開発言語や日本語のスキ
ルアップしたい方には最適です。離職率も5%以下と非常に低く、エンジニアにとってとても働きやすい環境です。
※詳細は一次選考通過時に、別途ご案内させて頂きます。
-------------------------------------------------
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[Low turnover rate at 5% or less]
We have team members who have variety of backgrounds. We are trying to create an working environment where we can
freely exchange opinions and respect each other.
As an engineer, you will be given various opportunities to improve your skills such as development language and Japanese
as engineers. So if you are motivated with your career up, this is the best place to work.
The turnover rate is very low at 5% or less, and proud to say it is a comfortable working environment for engineers.
------------------------------------------------大手通信会社、化粧品会社のサービスサイトをはじめとして、Webサイト開発、業務システム開発のプロ集団。業務システム開発を中
心に、詳細設計〜実装、運用まで幅広くポジションがあります。
クライアントの近くで、上流工程〜下流まで一気通貫で関われます。
残業20h以下、大型案件、研修・勉強会も豊富です。
社員のスキルアップを１人１人大切にしながら、
現時点でのスキルや適性にあったプロジェクトにご参画いただきます。
また、あなたの成長に合わせて、上流工程やリーダー・マネージャー、ITコンサルタントなどのポジションもお任せしていきます。
【募集職種】
バックエンド、フロントエンド、フルスタックエンジニア
【プロジェクト例】
・メガバンクの勘定系システムの構築
・大手化粧品会社のECサイトの開発
・スマホアプリの開発
------------------------------------------------We are professional group of web site development and business system development including service sites of major
telecommunications companies and cosmetics companies.
There are a wide range of positions from detailed design to implementation and operation, with a focus on business system
development.
In the vicinity of the client, it is involved in the process from upstream to downstream. Overtime work 20h or less, large
projects, training and study sessions are also abundant.
We will hear your skill closely and ask you to join the project which suitable to your skills and aptitude. We will also offer you
the positions such as upstream process, project leaders/ managers, and IT consltants to encourage your growth.
Job title
Backend, frontend, full stack engineer
Project Example
・ Construction of Megabank accounting system
・ Development of EC sites for major cosmetic companies
・ Development of smartphone apps
-------------------------------------------------

Required Skills
【必須経験】
・Javaによるシステム開発経験が1年以上ある方
（Javaでなくても、Web系言語2年以上あればOK）
【歓迎するスキル・経験】
・基本設計の経験
・オープン系言語を使ったシステム開発経験
・EC業界や金融業界など何らかの業界・業務知識
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・チーム先導・後輩指導などリーダー経験
【求める人物像】
・新しい技術を学ぶことが好きな方
・チームワークが好きな方
・アウトプットにこだわりを持つ方
・将来的にリーダーやマネージャーを目指している方
------------------------------------------------Required experience
・ Those who have more than one year of system development experience using Java
(Even if it is not Java, it is OK if the Web language is 2 years or more)
Welcome skills and experience
・ Basic design experience
・ System development experience using open language
・ Knowledge of any industry or business such as EC industry or financial industry
・ Leader experience including team leadership and junior guidance
Ideal candidate profile
・ Those who like to learn new technologies
・ Those who are passionate about teamwork
・ Those who are particular about output
・ Aiming to become a leader or manager in the future
------------------------------------------------* Details will be announced separately after the first screening.
Please feel free to contact us for further information.

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!

