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エンジニアリングマネージャー【上場企業／⽇本最⼤級のネットショップ作成サービス
運営企業】
開発組織を牽引することで、事業成⻑に貢献することができます。

募集職種
⼈材紹介会社
株式会社アイコニックジャパン
採⽤企業名
ネットショップ作成サービス運営企業
求⼈ID
1261907
会社の種類
中⼩企業 (従業員300名以下)
雇⽤形態
正社員
勤務地
東京都 23区
給与
700万円 ~ 1000万円
勤務時間
グレードに応じて労働時間制度が異なります。 裁量労働制 ⼜は フレックスタイム制
休⽇・休暇
・完全週休2⽇制、祝⽇、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、妊娠中・出産時の休暇、その他各種休暇
更新⽇
2022年12⽉07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
無し
⽇本語レベル
ネイティブ
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
【業務内容】
事業、プロダクトの成⻑とチームのエンジニアの成⻑・活躍を両⽴させ、結果としてメンバーの評価/給与を上げるという
重要な役割が期待されます。
ご⼊社直後からEMをお任せするか、⼀定期間開発の実務経験を積んだのちにEMになっていただくかはこれまでのご経験や
ご志向性を考慮して相談させていただければと思います。
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■ 主な業務内容
エンジニア組織の中で、3〜10名程度のエンジニアのチームのマネジメントをお任せする想定です。
・⾃チームのメンバーが関わっている各プロジェクトの担当領域の進捗管理、問題解決
・1on1等を通してのメンバーの育成、問題解決、相互の期待値調整
・ダイレクトリクルーティング（スカウト）や採⽤広報を含めた採⽤活動

【待遇・福利厚⽣】
・通勤交通費⼀部⽀給（⽉額5万円まで）
・各種社会保険完備：雇⽤保険、労災保険、健康保険、厚⽣年⾦保険
・ワクチン接種休暇
・インフルエンザの予防接種の費⽤補助
・健康診断の費⽤補助
・PC関連備品の購⼊補助
・書籍の購⼊補助
・メンターランチ
・部活動のオンライン懇親費⽤補助

スキル・資格
【必須条件】
・チームの⼀員として、サーバサイドエンジニアとしてWebサービス/アプリの⼀定の運⽤経験がある⽅
・他部署を巻き込んで⼤きなプロジェクトを成功させたいという意欲や、コミュニケーションを積極的にしていく意思があ
る⽅
・1on1等を通じてメンバーに寄り添い⽬標達成や成⻑を⽀援した経験がある⽅
※EM経験は必須ではありません

【歓迎条件】
・ダイレクトリクルーティング（スカウト）による採⽤活動、アトラクトを意識した採⽤活動のご経験
・テックリードやエンジニアリングマネージャといったリード⼈材を育成したご経験

【求める⼈物像】
・ユーザーのためにこだわりを貫ける⽅
・ミッションに共感し、プロダクト成⻑のために淡々と課題解決を実⾏していける⽅
・インターネットが好きで、Webサービスやアプリへの強い興味・関⼼がある⽅
・オーナーシップを持って課題に取り組み、どんな部署・⽴場でも⾃らプロダクトを良くしていくために動く⽅
・常に変わっていく状況を楽しみ、変化に柔軟に対応していける⽅
・ショップさんの成⻑や成功、メンバーの成⻑や成功も喜べる⽅

会社説明
Create Beyond - こえるをうみだす
ベトナム ホーチミンで創業し、ベトナム国内はホーチミン・ハノイの2拠点、その他は⽇本、インドネシア、マレーシアで
総合⼈材サービスを提供しております。
【⽇本国内のグローバル環境や海外勤務の求⼈多数】
⽇本国内勤務で「英語を使う求⼈」や海外で働く現地法⼈の直雇⽤求⼈／駐在求⼈など多数取り扱っております。
10年以上グローバル求⼈を取り扱っているため、現地のニーズやグローバル環境でのキャリアの築き⽅など、詳しくご説明
させていただくことが可能です。業界は、メーカーからIT企業まで豊富にお取引がございます。
【書類添削〜⾯接対策まで、サポート⼒に⾃信あり】
アイコニックのコンサルタントは、⼈材業界歴12年以上の豊富な経験者が多数！
事業会社の⼈事経験者もおり、“企業が採⽤を決めるポイントはどこなのか”をしっかり把握しています。アピール⼒の⾼い
応募書類の書き⽅から模擬⾯接、また⾯接後の各種交渉などもぜひお任せください。
⼊社することがゴールではなく、その後のご活躍・ご⾃⾝の納得感が重要です。ご転職をお考えの⽅にとって「このキャリ
アを選択してよかった」と思えるご転職を実現できるよう、ぜひお⼿伝いさせてください。
Create Beyond - Creating the Beyond
Founded in Ho Chi Minh City, Vietnam, we provide comprehensive human resource services in two locations in Vietnam (Ho
Chi Minh City and Hanoi) and other locations in Japan, Indonesia, and Malaysia.
【You have many opportunities to work in a global environment in Japan and overseas.】
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We have a number of positions available in Japan that require English, as well as direct hire and expatriate positions with
overseas subsidiaries.
We have been recruiting globally for over 10 years, so we can provide you with detailed information about local needs and
how to build a career in a global environment. We have extensive experience in a wide range of industries, from
manufacturers to IT companies.
【We are confident in our ability to support you from document correction to interview preparation.】
Many of ICONIC's consultants have over 12 years of experience in the human resources industry!
Some have experience in human resources at business companies, so they have a firm grasp of what makes a company
decide to hire someone. We can help you with everything from writing a highly appealing application to mock interviews and
post-interview negotiations.
The goal is not to enter a company, but rather to continue to work and satisfy your own needs. Let us help you make a career
change that will make you glad you chose this career path.

