Page 1 of 4

Backend Engineer【バックエンドエンジニア】設立2年で47億円の資金調達！急成長中の越境
ECサービスを…
国籍を超えたスタッフが活躍するグローバルな職場です！…

Job Information
Recruiter
Nextbeat Co.Ltd
Job ID
882365
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
Daily Conversation
Minimum Education Level
Associate Degree/Diploma
Visa Status
No permission to work in Japan required

Job Description
香港・北京・広州にも拠点を展開。「メイドインジャパン」の良質な製品と日本のハイセンスなライフスタイルを中国・東南アジア市場へ
届けるため、越境ECアプリや、企業向けプラットフォームサイトを運営しております。
日本企業が海外進出時に必ず抱える「情報の越境」「物流の越境」「決済の越境」という3つの課題全てを解決できるワンストッププラッ
トフォームを通じ、ブランドストーリーやライフスタイル提案等の「情報」とともに「モノ」を越境させ、売上を拡大させています。
【業務内容】
・インフラ構築/API設計/DB設計/システム開発/Webサービス開発
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・商品管理Systemの開発/保守/運用
・自社での物流管理システムの開発/保守/運用
・EC業務支援のシステム開発/保守/運用
※日本と中国の間の掛け橋となる倉庫管理システムや国際物流システム、在庫管理システムなどすべて自社で開発を行っています。
【開発ツール、環境など】
・利用言語
例）Obj-C / Java /PHP / Ruby / Python / C# ..etc
・各言語のフレームワーク
新しいものから歴史のあるものまで、利用するシステムによってフレームワークの使い分けを行っています。
例）Node.js / FuelPHP / Sails.js / CodeIgniter ..etc
・Database
システムによって、求められるスピードや安定性を見ています。
例）Mysql / MongoDB ..etc
・利用ツール
git / bitbucket / slack ..etc
・サーバー
弊社物理サーバ / AWS / alicloud ..etc
ポジションごとに、より魅力的かつ便利なサービスにブラッシュアップしていくための新規企画・設計開発＆構築・開発・運用までワンス
トップで関われるチャンスです！

We have offices in HongKong, Beijing and Guangzhou. In oderder to delivery high-quality products of Made in Japan and
Japanese high-end lifestyles to the Chinese and Southest Asian markets, we oprate cross-border EC apps and platform sites
for companies.
Through a one-stop platform that can solve all three issues of "cross-border information", "cross-border logistics", and
"cross-border settlement" that Japanese comapnies often struggle when expanding overseas, together with "information"
such as brand stories and lifestyle to expand sales.
[Business description]
・ Infrastructure construction / API design / DB design / system development / Web service development
・ Development / Maintenance / Operation of Product Management System
・ Development / maintenance / operation of in-house logistics management system
・ EC business support system development / maintenance / operation
* We are developing in-house warehouse management systems, international logistics systems, and inventory management
systems that serve as a bridge between Japan and China.
Development tools, environment, etc.
・ Language:
(Example: Obj-C / Java / PHP / Ruby / Python / C # .. etc)
・ Framework of each language：Different frameworks are used depending on the system used, from new ones to historical
ones.
（Example： Node.js / FuelPHP / Sails.js / CodeIgniter ..etc
・ Database
We are looking at the speed and stability required by the system.
（Example： Mysql / MongoDB ..etc）
・ Tools used
Git / bitbucket / slack ..etc
·server
Our physical server / AWS / alicloud ..etc
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It is a chance to be involved in one-stop from new planning, design development & construction, development and operation
to brush up to more attractive and convenient services for each position!

Required Skills
【必須スキル】
・Webアプリケーションの開発経験（LAMP）
・MVCのフレームワーク利用経験
・WEBサービスの立ち上げ・運用経験
・Linuxの基本的なオペレーション知識
・MySQL等のRDBMSを使用したシステムの開発・運用経験
【歓迎スキル】
・AWSを利用したサービス運用経験
・Redis / memcached等KVSを使用したシステムの開発・運用経験
・Git / Github / Bitbucketを利用したチームでの開発経験
【こんな方が活躍しています！】
◆グローバルECサービスを手掛け、育てていきたい方
◆自ら考え、主体的に行動できる方
◆未知へのチャレンジにワクワクできる方
★求める人物像
・自ら進んでタスクを見つけ、遂行することができる方
・チームワークを重視してコミュニケーションをとることができる方
・ユーザを満足させる為にこだわりを持っている方
★20〜30代が中心となって活躍する活気ある職場です♪

Required skills
・ Web application development experience (LAMP)
・ Experience using MVC framework
・ Web service launch / operation experience
・ Basic operation knowledge of Linux
・ System development / operation experience using RDBMS such as MySQL
Welcome skill
・ Service operation experience using AWS
・ System development and operation experience using KVS such as Redis / memcached
・ Team development experience using Git / Github / Bitbucket
This person is suitable for...
◆ Those who want to develop and nurture global EC services
◆ Those who can think and act independently
◆ Person who can be excited about challenge to the unknown
Ideal candidate profile
・ Persons who are willing to find and complete tasks
・ Those who can communicate with an emphasis on teamwork
・ Those who have a commitment to satisfy users
★ It is a vibrant workplace that plays an active role mainly in the 20s and 30s

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
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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!

