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(上海現地採⽤勤務) SPEEDA China アナリスト【ネイティブレベルの中国語/⽇本語上級
必須】
業務拡⼤複数名採⽤

募集職種
採⽤企業名
株式会社ユーザベース
⽀社・⽀店
ユーザベース上海
求⼈ID
1181786
部署名
ユーザベース上海
会社の種類
中⼩企業 (従業員300名以下) - 外資系企業
外国⼈の割合
外国⼈ 多数
雇⽤形態
正社員
勤務地
中国
給与
経験考慮の上、応相談
更新⽇
2021年11⽉25⽇ 04:00

応募必要条件
職務経験
3年以上
キャリアレベル
中途経験者レベル
英語レベル
⽇常会話レベル (英語使⽤⽐率: 25％程度)
⽇本語レベル
ビジネス会話レベル
その他⾔語
中国語： 北京語 - ビジネス会話レベル
最終学歴
⼤学卒： 学⼠号
現在のビザ
⽇本での就労許可は必要ありません

募集要項
⾃社サービスSPEEDAの業界分析レポートの執筆や⼤中華圏におけるタイムリーな話題を付加価値の⾼いテーマレポートや
インサイトとしてお客様に提供します。

⾔語⼒とリサーチ能⼒をいかして、⽬まぐるしく変化する⼤中華圏における業界動向や話題に敏感であり、⾼い熱意で
SPEEDAの利⽤者に提供したい、オリジナルコンテンツを作成したい⽅を求めています。
＜具体的な業務イメージ＞
中国や⼤中華圏におけるさまざまな業界の構造、市場、競争環境を分析し、SPEEDAの業界分析コンテンツとしてお
客様に届ける
中国で最新の産業・ビジネス情報を収集し、SPEEDAのコンテンツの⼀つとしてインサイトレポートを執筆する
セールスチームやコンサルティングチームと連携し、顧客の情報ニーズをくみ取り、タイムリーかつ付加価値の⾼い
経済情報を寄稿、講演などの形でも対外発信する
チームメンバーとともに、新しいコンテンツを⽣み出していくことで、⾮連続的な成⻑を実現させていく気概のある⽅、ぜ
ひ⼀度お話させてください。
■ユーザベースについて
「経済情報で、世界を変える」
BtoCの世界では、Google や Facebook が効率的な情報アクセスを実現しているなか、BtoBの世界では、企業データは⾦融
情報サービスから、統計データは官公庁サイトから、決算データは証券取引所や各社サイトからと情報集めは⾮効率なまま
でした。
そこでユーザベースは「BtoBの世界で情報アクセスを効率的にしよう」と考え、「経済情報で、世界を変える」というミッ
ションを掲げ、2008年に創業しました。
私たちは、経済情報プラットフォームとして、ビジネスパーソンの⽇々の意思決定を⽀え、世界中で愛される経済情報イン
フラを⽬指し複数のサービスを展開しています。
■SPEEDAについて：http://www.uzabase.com/speeda/
SPEEDAは、ビジネスパーソンの情報収集・分析における課題を解決する最先端のプラットフォームです。
世界中の企業情報、業界レポート、市場データ、ニュース、統計、M&Aなどあらゆるビジネス情報をカバーしており、アジ
アを中⼼に約13か国で提供をしています（2018年時点）。

スキル・資格
＜必須条件＞
証券会社、銀⾏、ファンド、コンサル、調査会社などでの企業、業界の分析業務（アナリスト）経験、または事業会
社の経営企画部、新規事業開拓・調査部などでの業務経験
会計、財務分析に関する知識
中国語がネイティブレベルで、中国の産業・ビジネス情報に精通している
⽇本語および英語がビジネスレベルで、ビジネス上で必要とされる⽇本語および英語の読み書きが可能
＜求める⼈物像＞
当社のミッションや7つのバリューを共感、理解し、ともに働ける⽅
⾼い分析能⼒とベンチャーマインドがある⽅
⾼い顧客起点マインドを持ち、世界⼀のサービスを作る気概のある⽅
個⼈の責任業務はもちろんのこと、チーム全体の⽬標の達成に向け、何ができるかを考え、提案・⾏動に移せる⽅
⾃ら考え、⾏動し、結果を出せる⽅
前向きでオープンなコミュニケーションをとり、フラットな組織で柔軟な⾏動を取れる⽅
Benefits
雇⽤元はUzabase China Limited（上海⽀社）となります。現地採⽤
給与：ご経験と能⼒を踏まえ決定します
交通費⽀給
社会保険完備
有給休暇（10⽇）
※休暇年度(1/1-12/31途中にご⼊社された場合は、初年度に限り年度在籍期間に合わせ按分⽇数を付与)
⼟⽇祝⽇休み
ロングバケーション制度（有給とは別に、週末を含む7⽇間連続の休暇を年に2回取得できる福利厚⽣）
PC⽀給（予算内で好きなPCを選択可）

会社説明
当ポジションは現地採⽤になります。
経済情報で、世界を変える
私たちは、世界中で愛される経済情報インフラをつくります。
あらゆる経済情報を⼈とテクノロジーの⼒で整理・分析・創出し、ビジネスパーソンの⽣産性を⾼め、創造性を解放しま
す。
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私たちは経済情報を通じて世界中の意思決定を⽀え、世界を変えます。
【サービス】
SPEEDA
経済情報プラットフォーム。⾦融機関、事業会社向けに世界中の企業データ、業界レポート、市場データ、M&A、専
⾨家の知⾒など、戦略策定や市場分析に必要な情報を提供。
NEWS PICK
経済ニュースメディア。国内外100メディアのニュースのほか、NewsPick編集部のオリジナル記事・動画コンテンツ
を配信し、業界⼈や専⾨家のコメントと併せて閲覧可能。
FORCAS
B2Bマーケティングプラットフォーム。ユーザベースグループの企業データベースと顧客の内部データを統合し、
データ分析に基づいて成約確度の⾼い企業を特定。ABM（アカウント・ベースドマーケティング）の実践を⽀援。
INITIAL
スタートアップ情報プラットフォーム。スタートアップの事業概要、資⾦調達、投資家、提携先、オリジナル記事な
どをワンストップで提供。
UB VENTURES
ベンチャーキャピタル事業。シードからアーリーステージのSaaSとメディア関連のスタートアップに特化して投
資。
AlphaDrive
コンサルティング事業。法⼈向けに新規事業開発・次世代⼈材育成・組織活性化の推進及びユーザベースグループの
SaaSサービスの導⼊を⽀援。
MIMIR
エキスパート・ネットワーク事業。専⾨的な知⾒が集まるエキスパートプラットフォーム「NewsPicks Expert」を
NewsPicksと共同で開発、運営。専⾨的な知⾒をビジネスに活⽤する法⼈向けサービス「SPEEDA EXPERT
RESEARCH」をSPEEDAと共同で開発、提供。
We guide business people to insights that change the world
We provide a foundation of intelligence that supports the needs of business and business people. We analyze, organize, and
create global information so you can make the right decisions at the right time unleashing your creative and innovative
potential.
What we do
SPEEDA
A business intelligence platform that provides financial institutions and general businesses with the insights they need for
business strategy development and market analysis—including global corporate data, industry reports, market data, M&A
deals, and expert insights.
NEWS PICK
A business news media that provides users with economic and business news articles, along with comments from business
professionals and experts. On top of news articles from over 100 worldwide media, NewsPicks' Editorial Team distributes its
own original articles and video content.
FORCAS
A B2B marketing platform that integrates Uzabase Group's company information database with each customer's internal
data to identify prospects with a high probability of closing based on in-depth data analysis. It also provides support for
implementing Account Based Marketing practices.
INITIAL
A startup information platform that provides one-stop source to general data, financing, investors, and business partners of
startups, as well as original articles on related topics.
UB VENTURES
A venture capital business that focuses on financing seed to early-stage SaaS and media startups.
AlphaDrive
A consulting business that supports corporate clients in relation to new business development, fostering the next generation
of talent, revitalising organizations, as well as implementing Uzabase Group SaaS services.
MIMIR
A expert network business that provides two main services: 1) "NewsPicks Expert", an expert platform for gathering expert
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knowledge, co-developed with NewsPicks; and 2) "SPEEDA EXPERT RESEARCH", a service offering access to the
opinions of industry experts in cutting-edge fields, co-developed with SPEEDA.

