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Web Application Engineer (New Business Development Div. Ra…
社内では、日本語だけでなく、英語も多く普及しています。グローバルなメンバー…

Job Information
Recruiter
Nextbeat Co.Ltd
Job ID
882367
Job Type
Permanent Full-time
Location
Tokyo - 23 Wards
Salary
4.5 million yen ~ 8.5 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
Business Level
Minimum Education Level
Associate Degree/Diploma
Visa Status
No permission to work in Japan required

Job Description
社内では、日本語だけでなく、英語も多く普及しています。
グローバルなメンバーなので、自由を大事にしつつ、多様性を尊重し合う環境です。
福利厚生も充実しており、魅力的な職場環境が揃っています。
※詳細は一次選考通過時に、別途ご案内させて頂きます。

東証一部上場企業で、世界に多くの拠点を持つ弊社の、新サービス開発に携わって頂きます。
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人口減少、健康長寿など、さまざまな社会課題に正面から取り組む、とてもやりがいのあるプロジェクトです。弊社が持つさまざまな資源
と、才能あふれる仲間と一緒に、社会を変えていきましょう！
ポジションの責任：
・要件定義から開発タスクへの落とし込み
・デザイナーが作成するWireframeやモックアップ からwebPageの作成
・サーバーサイドやインフラも含めたスケーラビリティやパフォーマンス、安定性を向上させる設計・開発・運用
・フレームワーク等アーキテクチャ設計
・Webサービスの開発・テスト・運用
・トラブル対応
・サービス運用
・運用改善提案

In the company, not only Japanese but also English is used a lot.
Being a global member, this is an environment that respects diversity while respecting freedom.
Benefits are also substantial and it is an attractive work environment.
* Details will be announced separately after the first screening.
We are a company listed on the first section of the Tokyo Stock Exchange.
It is a very rewarding project that tackles various social issues such as population decline and healthy longevity. Let's change
society with our various resources and talented friends!
Position responsibilities:
・ Reduction from requirement definition to development task
・ Create webpage from Wireframe and mockup created by designer
・ Design, development and operation to improve scalability, performance and stability including server side and infrastructure
・ Architecture design such as framework
・ Development, testing and operation of Web services
·Trouble shooting
・ Service operation
・ Operation improvement proposal

Required Skills
必須条件
・Webアプリケーションフレームワークを用いたアプリケーション開発の経験
・クラウドサービス(Azure, AWS, 等)での開発経験
・Databaseのを利用したアプリケーションの開発・運用経験
・Gitを利用したチーム開発の経験
・チームで開発することに対して協調性を持って自ら取り組める
・ユーザーやクライアント、メンバーに対して想像力を持って行動できる
・歓迎するスキル・経験
自走できる方
・サブスクリプションサービスの経験
・セキュリティの知識
・インフラエンジニアの経験
・iOS、Androidアプリの開発の経験
【Prerequisite】
Application development experience using Web application framework
Development experience with cloud services (Azure, AWS, etc.)
Application development and operation experience using Database
Team development experience using Git
Cooperate with team development to work on your own
Act with imagination against users, clients and members
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Welcome skills and experience
・Those who can run independently
・Subscription service experience
・Security knowledge
・Infrastructure engineer experience
・Experience developing iOS and Android apps

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!

