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【Tokyo】 Frontend Software Engineer
TikTokの運営企業で今までの経験を活かして活躍。活気溢れる急成⻑中企業！

募集職種
採⽤企業名
Bytedance株式会社
求⼈ID
1188456
会社の種類
⼤⼿企業 (300名を超える従業員数) - 外資系企業
外国⼈の割合
外国⼈ 少数
雇⽤形態
正社員
勤務地
東京都 23区, 新宿区
最寄駅
⼭⼿線、

新宿駅

給与
経験考慮の上、応相談
勤務時間
10:00〜19:00 （休憩時間 1時間）フレックスタイムあり
休⽇・休暇
完全週休2⽇制（⼟・⽇）、祝⽇、夏季休暇、年末年始休暇 等 【年間休⽇120⽇以上】
更新⽇
2022年01⽉25⽇ 06:00

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
ビジネス会話レベル
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

中国語及び英語 どちらかの語学スキルが必要になります。
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
2012年の設⽴から、わずか9年でグローバルにおけるメディアとテクノロジー市場を牽引するまでに成⻑したByteDance。
現在では、TikTokやBuzzVideo、Ulikeなど、様々なアプリ製品を150以上のグローバル市場に向けて提供しています。
ByteDanceのプラットフォームは、ユーザーが⽇常⽣活の中で重要な世界の創造性、知識、瞬間を探求し、発⾒するのを助

ける⼀⽅で、誰もが⾃分のスマートフォンから直接クリエイターになることを可能にすることを⽬的としています。私たち
は、すべてのユーザーのために安全、健康的でポジティブなオンライン環境を構築に取り組んでいます！
=======================================================
Responsibities :
Our group is in charge of developing industrial, commercialized, enterprise-level solutions and products, to meet business
requirements in various scenarios, such as Network Infrastructure Construction, System and Application Management,
Large-scale Asset Management, Front-desk Service, Audio/Video Broadcasting Service, Server/Conference Room Intelligent
Operation, Enterprise Administration, etc. Taking advantage of cutting-edge big data and AI technologies, we are aiming at
building a more automated and intelligent enterprise solution infrastructure.
And, you are responsible for:
Develop, improve, and maintain web and mobile solutions.
Implement new UI components with a focus on performance and scalability.
Design and drive front-end infrastructure.
=======================================================
＜求⼈の注⽬のポイント＞
今までのご経験や知⾒を成⻑過程の企業で活かす！
まだまだ成⻑過程のBytedance、これからもビジネスの⼤きな広がりが期待されています。今までのエンジニアとしてのご
経験や語学⼒のお強みを活かしながら、⼀緒に会社を作り上げていきませんか？
⾵通しの良い社⾵
⽇本は約700⼈で業務を⾏っていますが、グローバルの⽅針を汲みながらも、⽇本での意⾒や提案も積極的に発信できる
オープンな環境です。

スキル・資格
Required skills:
Bachelor or higher degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Systems, Math etc.
Familiar with HTML/CSS, JavaScript(ES6).
Proven capabilities with web framework like ReactJS/NodeJS.
Experience with UI/UX design and strong abilities to work with others to improve products.
Experience with SQL/NoSQL Database.
Experience with mobile development in iOS/Android, Kotlin/Swift is a plus.
Self-motivated, intense eagerness to learn, ready to dive deep into complex problems, good at communication, and
great team work spirit.
その他 ：
募集⼈数：1名
⼊社時期：応相談
雇⽤形態：正社員（試⽤期間あり3ヶ⽉）
給与形態：⽉給制
年収⾒込み：
応相談（⾯接での評価やご経験によって決定）
※ストックオプション有り（採⽤のグレードによる）
賞与：年1回
昇給：年2回⾒直しあり
勤務地：東京都新宿区⻄新宿2-6-1 新宿住友ビル27階
最寄駅：JR⼭の⼿線 新宿駅、地下鉄丸の内線 ⻄新宿駅、都営⼤江⼾線 都庁前駅
勤務時間： 10:00〜19:00 （休憩 1時間) フレックスタイムあり
休暇・休⽇：完全週休2⽇制（⼟・⽇）、祝⽇、夏季休暇、年末年始休暇 等 【年間休⽇120⽇以上】
社会保険： 完備（健康保険 厚⽣年⾦ 雇⽤保険 労災保険）
通勤⼿当： 全額⽀給
その他⼿当・福利厚⽣：無料ドリンク・お菓⼦コーナー、社内パーティー、懇親会（会社負担）、出張⼿当、選べるパソコ
ン（Macbook, Windows）、社⽤携帯⽀給

会社説明
ByteDanceは、様々な⾔語、⽂化、地域の⼈々に情報、教育、エンターテインメント、インスピレーションを提供する⼀連
のコンテンツプラットフォームを運営するテクノロジー企業です。
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創造性とインタラクションのグローバルプラットフォームの構築に強みを持つByteDanceは、現在では150以上のグローバ
ル市場に向けてアプリ製品を提供しています。これには、TikTokやBuzzVideo、Ulikeが含まれます。
ByteDanceのミッションは創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。
現在北京、上海、ロサンゼルス、東京、ロンドン、パリ、ベルリン、ムンバイ、シンガポール、ジャカルタ、ソウルなどの
都市でオフィスを展開しています。
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