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【Project Manager】海外向けモバイルゲーム開発ディレクター

 独占求人

将来のCTO候補/マネジメントをメインにお任せいたします

募集職種
人材紹介会社
SCYLOG株式会社
求人ID
1099120
部署名
Engineering team
会社の種類
中小企業 (従業員300名以下)
外国人の割合
（ほぼ）全員外国人
勤務形態
正社員
勤務地
東京都 23区
給与
600万円 ~ 1000万円
勤務時間
10:00〜19:00

裁量労働制 種別とみなし時間 専門業務型裁量労働制により一日８時間勤務と見做す。

休日・休暇
完全週休2日制 (土日祝)

年間休日約125日でワークライフバランス抜群

更新日
2021年04月07日 09:00

応募必要条件
職務経験
6年以上
キャリアレベル
エグゼクティブ・経営幹部レベル
英語レベル
ネイティブ (英語使用比率: 75％程度)
日本語レベル
ビジネス会話レベル
最終学歴
大学卒： 学士号
現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項
◎将来のCTO候補/マネジメントをメインにお任せいたします◎
■業務内容：
1: 当社のエンジニア（現在３名、全員外国人）と会話し、プロジェクトのディレクションを行うこと（計画策定・進捗管理・経営陣への進
捗報告）
2: エンジニアチームと、 他部門(主に経営陣及び英語ネイティブの企画・デザイン担当)との間の橋渡しとして、プロジェクトを推進する
こと
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■具体的な業務のイメージ
当社では主に以下の案件の開発を行っています。これらの開発を、現在は３名の外国人エンジニア（日本語不可）が担当しています。今
回の仕事では、彼らと英語でコミュニケーションいただき、計画策定・進捗管理・経営陣への進捗報告を行っていただきます。
当社では、エンジニア・企画・クリエイティブ（デザイナー）間のコミュニケーションを重視しており
エンジニアチームにおける部門を跨いだコミュニケーション・開発連携体制の強化をお願いしたいと考えております。
・プロダクト
-Google Play Storeで展開している個別シナリオアプリ
https://play.google.com/store/apps/dev?id=4693936234162619490
-iTunes App Storeで展開しているプラットフォームアプリ
・開発ツール
シナリオアプリを開発するための自社オリジナルツールを使用しています。
■開発環境
・C#、PHP、JS、TypeScript
・Unity
・AWS
・その他の使用ツール：Slack、YouTrack、Gitなど

スキル・資格
■必須条件
・英語ネイティブ
・下記いずれかの経験３年以上
PHP（フレームワークを活用したモダンなWebアプリ開発）
TypeScript
Unity/C#
モバイルアプリバックエンド
・エンジニア組織マネジメント経験（3年以上）
・アニメなど日本のコンテンツへの強い興味関心
・就労ビザ所持者
■歓迎条件
・ビジネスレベル以上の日本語力
・ブリッジエンジニアまたはPM経験
・ゲーム業界経験
・世界のシナリオアプリの知識（Episode、Choicesなど）

※将来の管理職候補育成のため、25 歳から 35 歳までを想定

会社説明
SCYLOG株式会社（サイログ）は、ITコンサルティング、SAP社ERP保守運営サービス、ITアウトソーシングを実施しております。
プロジェクトマネジメント、オフィス移転、ITサポートなどお客様のご要望に合わせたサービスを提供しており、主に多くの外資系企業の
お客様とのお取引で豊富な実績を持っております。SAPアプリケーションの運用保守、改善要望・追加開発の実施、コスト最適化・低減
のご提案などのSAP社ERP保守運用サービスに注力しています。全てのサービスはマルチリンガル（日本語・英語・中国語など）で対
応が可能ですので、日系企業の海外導入、外資系企業の国内導入に関してもご相談ください。

全てのサービスはマルチリンガル（日本語・英語・中国語など）で対応が可能
日系企業の海外導入、外資系企業の国内導入に関してもご相談ください。
サイログが携わるプロジェクトは、主に３つの種類に分類することができます。
1. 日系企業の国内導入
日系企業の国内導入。日本全国で対応が可能です。複雑なビジネスプロセスや日系企業ユーザーのハイレベルな業務・システム要求
に応えます。
2. 日系企業の海外導入
日系企業の海外拠点導入。日本本社の要件をとりまとめ、それを海外現地法人に展開します。現地の法的・会計要件を踏まえ、海外
ローカルパートナーと連携を支援致します。
3. 外資系企業の国内導入
外資系企業の日本法人への導入。海外親会社や日本法人の外国人トップマネジメントとのやり取り等を円滑に行い、比較的短期間で
のプロジェクト完遂を行います。多言語対応可能。
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【各種サービス】
ERP運用保守サービス
社内には、アジア各国出身のマルチリンガルのマイクロソフト認定コンサルタント、プロジェクトマネージャーを多数擁しておりますので、
日本国内に留まらず、幅広いグローバルプロジェクトサポートが可能です。
プロジェクト・マネジメント
サイログのプロジェクトマネージャーはPMP資格を持つプロフェッショナルであり、国際的なプロジェクト業務経験を持っています。
ITコンサルティング
業界知識と経験に基づいたビジネス分析と戦略の立案支援
プロジェクトマネジメントとポートフォリオマネジメントモデルの提案と構築
マルチリンガルPM、PMOがサポート
SCYLOG is a Tokyo-based SAP Consultancy, offering SAP ECC and S/4 HANA development services to clients
across the world, with a focus on sustainable and progressive solutions to IT challenges.
Whether you are looking for an expert SAP consultant as an extension to your IT team, or end-to-end project design and
implementation of any size, SCYLOG delivers services to organizations at any scale.
We have teams of multi-national consultants and Japanese bilinguals to support global projects locally.
Our experienced SAP consultants totally support your process transformation, core system construction, and it’s stable
operation through upper business consulting, system implementation, development, operation support, and maintenance.

SCYLOG Services
SAP Custom Development
Custom development services deliver innovative solutions designed to match your requirements.
SAP Application Management
Helping organizations to maintain, extend and manage any enterprise SAP support environment.
SAP Integration Services
Tackle complicated legacy systems with integration services to optimise your application portfolio.

IT CONSULTING SERVICES
SCYLOG is a multilingual (English/Japanese/Chinese) Systems Integrator, IT Consulting & Outsourcing Company
based in Central Tokyo Japan and covering the whole of Japan.
We have extensive experience in IT Consulting, SAP ERP consulting, Project Management, Office moves/setups & ongoing
IT Support Services specially customized to client needs.
Also, we can supply Hardware & Software, arrange for Electric Cabling, LAN Cabling, Telephone Systems, etc., for the
Japan Office of foreign-owned international companies.
In short, we are your internal IT Manager. All of our bilingual services can be provided in English, Japanese and Chinese.

SAP/ERP CONSULTING
SCYLOG experienced SAP consultants totally support your process transformation, core system construction, and it’s stable
operation through upper business consulting, system implementation, development, operation support, and maintenance.
SCYLOG consulting has experiences of various implementations. Taking advantage of the know-how, reliable
implementation method, and project management that we have acquired from these experience, we assure the
implementation of each phase in SAP implementation projects.
Process transformation support, project planning/analysis, project management
SAP ERP implementation consulting (FI, CO, SD, MM, PP, Basis)
SAP ERP international roll-in, roll-out
Design and develop add-on functions (ABAP)
Operation/maintenance support, upgrade support

