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Interior Designer / インテリア・デザイナー
在宅勤務あり / グローバルなデザイン事務所 / クリエイティブな才能を活かせる

募集職種
採⽤企業名
ゲンスラー・アンド・アソシエイツ・インターナショナル・リミテッド
求⼈ID
1220888
部署名
TK-Work Flex Studio
会社の種類
中⼩企業 (従業員300名以下) - 外資系企業
雇⽤形態
正社員
勤務地
東京都 23区, 港区
最寄駅
銀座線、

⻘⼭⼀丁⽬駅

給与
経験考慮の上、応相談
ボーナス
固定給+ボーナス
勤務時間
平⽇9:00〜18:00
休⽇・休暇
⼟・⽇・祝⽇
更新⽇
2022年12⽉07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
⽇常会話レベル
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
インテリアデザイナーは、チームプレイヤーとしてデザインプロセスのすべてのフェーズに積極的に参加し、無限の創造⼒

とデザインへの情熱を駆使してクライアントのためにユニークで機能的な美しい空間を作り出します。クリエイティブな
チームの⼀員として、様々な業界のトレンドを⽣み出す建築、デザインのプロジェクトに携わることができるポジションで
す。
- 空間プラン、家具プラン、⽴⾯図、断⾯図、接合部/ミルワーク、3Dコンセプトビュー、プレゼンテーション資料の作成
- デザインレビュー、⼊札、建設⽤のBIM図⾯パッケージの開発および作成
- デザインディレクターやシニアデザイナーの監督の下、チームメンバーと連携し、FF&E、カラー、マテリアルの選択、ス
ケジュール、コンセプト開発等の実施
- インテリアレイアウト、家具、建具、仕上げのスケッチプラン/デザインドキュメンテーションの作成
- 設計上の問題に対する解決策の提供、および設計代替案の作成
- 必要に応じ、クライアントや現場、サプライヤーとのミーティングへの参加
- 仕上げライブラリーの⼿配、プレゼンテーション⽤仕上げボードの準備

スキル・資格
必須スキル：
- ワークプレイス・インテリアプロジェクトおよびリテール関連のデザインプロジェクトにおいて、3年以上の経験
- 国内外の⼤学における建築学科、デザイン関連学科の学⼠号
- デザインコンセプト開発、家具や仕上げ材、予算等の知識
- Revit、AutoCAD、その他3D設計ソフトの使⽤経験
- 優れたプレゼンテーション能⼒
- 優れたコミュニケーションスキル
- 英語でのコミュニケーションに抵抗のない⽅、英語⼒を伸ばしたい⽅

会社説明
ゲンスラーは建築、デザイン、マスタープランニング及び戦略的コンサルティング業務においてグローバルな展開を進めて
いるデザイン設計事務所です。 クライアントのパートナーとして、 デザインを通したソリューションを提供し、より良い
環境作りへのお⼿伝いをして参りました。ゲンスラーは1965年にサンフランシスコでArt Genslerと3⼈のスタッフによって
設⽴され、今⽇では世界最⼤の建築設計事務所のひとつに数えられています。 スタッフの総数は現在5,000⼈を超え、世界
各地49か所に事務所を展開しております。 プロジェクトロケーションも全世界に渡り、常に3,500以上のクライアントに
サービスを提供しております。 会社創設以来５0年以上に渡り、ゲンスラーは⽣活の質の向上に重点を置いた、最⾼の空間
造りのパイオニアであり続けています。
ゲンスラー東京オフィスは1993年の設⽴以来、⽇本企業からグローバルクライアントに渡るまで、幅広いクライアントに設
計業務を提供してきました。 発⾜当時より企業のオフィス空間を中⼼に、斬新で質の⾼いデザインを提供し続け、オフィ
スの発展と共に業務内容も拡⼤充実して参りました。 現在、東京オフィスは経験豊富なデザイナーや建築⼠をはじめとす
るスタッフと共に、オフィス、商業施設、ホテル等の設計業務、ブランド戦略、プロダクトデザイン、戦略コンサルティン
グに⾄るまで多岐にわたるサービスを提供しています。

ゲンスラーの“One-firm firm” (ひとつに固く結ばれた企業)という信念のもと、東京オフィスは世界中のゲンスラーオフィス
と密接に連携を取り、プロジェクトに必要な経験豊かな⼈材及び情報の共有化を計っています。 東京オフィスはその25年
以上に渡る経験を基に、クオリティの⾼いサービスを国内外のクライアントに提供することに何よりも尽⼒しています。
Gensler is a leading global architecture, design,planning and strategic consulting firm that partners with companies to achieve
measurable business and organizational goals through the use of design.
Gensler has 50 locations and over 5,000 professionals in Asia-Pacific, Europe, and the Americas. Founded in San Francisco
in 1965, Gensler is now one of the world’s largest architectural and design firms. The firm has over 3,500 active clients in
virtually every industry and delivers projects as large as a city and as small as a task light for an individual’s desk. For over 50
years, Gensler has been a pioneer in creating great places that enhance the quality of work and life.
Gensler has been building relationships with Japanese and global clients in Japan since the firm started services in Tokyo in
1993. We started with the delivery of our unique and high-quality designs for our corporate clients, and we have broadened
the service areas as the office has grown. Our present clients in Japan represent many industries including professional and
financial services, entertainment, retail, and hospitality.
Gensler has a “one-firm firm” philosophy: The Tokyo office is connected to all Gensler resources worldwide. Using this
network, the Tokyo office has access to Gensler’s global expertise if required for a given project. But first and foremost, the
Tokyo office is dedicated to delivering high-quality services to local clients based on its over 25 years of experience in this
market.
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