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[Global Game Company] Animator / Rigger Designer
Japanese at the minimum level required.

募集職種
⼈材紹介会社
株式会社 j Career
求⼈ID
1325434
会社の種類
中⼩企業 (従業員300名以下)
外国⼈の割合
外国⼈ 半数
雇⽤形態
正社員
勤務地
東京都 23区, 港区
最寄駅
⼭⼿線、

⽥町駅

給与
300万円 ~ 1200万円
勤務時間
10: 00-19: 00

60 minutes break

休⽇・休暇
Sat, Sun, national holyday Summer&Winter vacation paid holid etc
更新⽇
2022年09⽉23⽇ 16:00

応募必要条件
職務経験
1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 (英語使⽤⽐率: 25％程度)
⽇本語レベル
基礎会話レベル

There are people who can help with interpretation.
最終学歴
専⾨学校卒
現在のビザ
⽇本での就労許可が必要です

募集要項
Job description.

 独占求⼈
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Based on your aspirations, skills and experience, you will be involved in one of the following tasks.
Animator
- Character animation production
Rigger
- Character rig production

仕事内容
志望、スキル、経験等を考慮の上、下記いずれかの業務に携わっていただきます。
アニメーター
・キャラクターアニメーション制作
リガー
・キャラクターリグ制作

Company Info
A company that mainly develops 3D action games for home video game consoles.
In addition to the high-end action, fighting, and shooter games that we are strong in, we are actively challenging original IP
and copyrighted projects.
With the recent expansion of the scale of development, we need the power of people with new knowledge, passion, and
ways of thinking in order to achieve further growth.
■ 'Take on the world' is our motto, so we aim to appeal to gamers the world over.
This is your opportunity to be involved in internationally geared titles, grow yourself with those who are serious about game
production and become a member of the gaming industry capable of taking on the world.
■ Because there are many overseas staff, we can keep up with international trends.
Our staff originate from various countries such as North America, Europe and Asia.
It is a comfortable workplace for foreigners, as well as those who want to know more about overseas game trends, and those
who want to make games that are supported not only in Japan but all over the world.
We participate in GDC as a company every year, with the aim of collecting the most up-to-date data and cutting-edge
information.
企業について
主に家庭⽤ゲーム機向けの3Dアクションゲームを開発している会社です。
今まで強みとしてきたハイエンド系のアクション、格闘、シューターに加えて、オリジナルIPから版権ものにも積極的に挑
戦しております。
昨今の開発規模の拡⼤に伴い、また更なる成⻑を遂げる為、新しい知識・情熱・考え⽅を持った⽅の⼒を必要としていま
す。
■「世界で戦う」が基本スタンスなので、世界中のゲーマーのために仕事をしていけます。
「ヴァルハラゲームスタジオ」の特⾊を⽣かしたオリジナルタイトルをはじめ、 常に世界を意識したタイトルに関わり、
ゲーム制作に真剣な仲間とともに⾃分⾃⾝も成⻑させて世界で戦える⼈材になっていくことができます。
■海外スタッフが多いので、世界のトレンドを知ることができます。
北⽶、ヨーロッパ、アジアなど様々な国から優秀な外国⼈スタッフが⼊社しています。
外国籍の⽅はもちろん、海外ゲーム事情をより深く知っていきたい⽅、 ⽇本だけでなく世界に向けて⽀持されるゲームを
作っていきたいと考える⽅には、働きやすい職場になっています。
社内の外国⼈スタッフからの話だけではなく、 毎年会社としてGDCに参加していますので、世界に対する情報感度は他社
と⽐べても⾼い⽔準にあります。

スキル・資格
What you should have.
-Experience in the production of game software, especially realistic fighting games and action games.
-Experience in 3D motion production and the use of various tools and scripts related to their area of responsibility.
Maya, MEL, Python
-Experience in facial animation and motion capture production.
-Currently residing in Japan

あると良いもの
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・ゲームソフト、特にリアリスティックな格闘ゲームやアクションゲームにおける制作実務経験
・3Dモーション制作や担当分野に関わる各種ツール、スクリプトの利⽤経験
Maya、MEL、Python
・フェイシャルアニメーションやモーションキャプチャーの制作実務経験
・現在⽇本にお住まいの⽅

会社説明
Remembering our Gratitude
For foreigners who chose to come to Japan
We express our gratitude towards international stdents who chose Japan as their destination of studying abroad by founding
this company, with the primary purpose of providing international students and foreigners in Japan with the assistance they
need to seize their happiness. In doing so, we hope to contribute to the Japanese society as well as the international
community. Due to corporate globalization in recent years, some Japanese companies have adopted English as their official
language. However, recruiting in Japan is still possesses unique customes thus presents a challenge to foreigners who are
not familiar with it. At j Career, we are dedicated to help foreigners in overcoming such difficulties and support their endeavor
in attaining a happy life in Japan.
We set up a job searching website called gooojob.jp with the intention to help international students utilize their knowledge
and expertise they learned and apply that in their job hunting. We also help people who are working with making a career
switch.
感謝の気持ちを忘れない
⽇本を選んでくれた外国⼈の⽅たちへ
j Careerは、留学先として⽇本を選択した外国⼈留学⽣、⽇本での安住を⽬指す外国⼈への感謝の⼼、深い敬愛の念を起業
の動機とし、外国⼈留学⽣や在留外国⼈の皆さんが⽇本において幸せをつかむための様々なサポートを通し、⽇本社会のみ
ならず、国際社会への貢献の⼀助となることを⽬指しています。近年、グローバル化に対応し社内公⽤語を英語にする⽇本
企業が増えていますが、就職活動においては依然として⽇本独特の慣習が根強く残り、外国⼈留学⽣や在留外国⼈にとって
⽇本企業への就職はとても難しい状況といえます。 j Career はこのような状況を打破するべく、愛と感謝と情熱を持って全
⼒で外国⼈の皆さんをサポートし、⽇本において幸福な⽣涯を送れるようバックアップしていきたいと考えております。
j Careerでは、外国⼈向け求⼈サイト「gooojob.jp」を開設し、外国⼈留学⽣が⽇本で学んだ知識・技術を⽣かせるように国
内での就職活動を⽀援したり、既に⽇本で社会⼈として仕事をしている外国⼈のさらなるキャリアアップを⽬指した転職を
⽀援しています。

