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シニアマネージャー

アニメプロダクション

Sr. Manager Anime Production

募集職種
人材紹介会社
ランスタッド・ソースライト
採用企業名
グローバル エンターテイメント企業：シニアマネージャー

アニメプロダクション Sr. Manager Anime Product

求人ID
676177
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
勤務形態
正社員
勤務地
東京都 23区
給与
経験考慮の上、応相談
更新日
2020年03月24日 05:00

応募必要条件
職務経験
6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
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
・マーケット・トレンドをおさえつつ有名な新人クリエーターとの信頼関係を構築/維持しつつ、
メＩＰを発見し開発
・複数のメディアへのライセンスと販売方法を基本として、実行可能なビジネスプランを開発

国内と海外市場へ新しいアニ
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・新しいプロジェクト戦略を開発/実行するためステークホルダーと相談し、立ち上げのため投資家に

働きかける。

・新しいプロジェクトの開発プロセスをコントロールする。例：キャストの選定、原稿作成、音楽の導入
・販売方法をステークホルダーと協力して決める
・ジュニアレベルのスタッフにたいしてチームリーダー/メンターとなる。
_________________________________________________________________________________________________
+Find and develop new Anime IP’s for local and foreign markets by staying aware of market trends
trust with new and known creators

and building/maintaining

+Develop a feasible business plan based on licensing/ merchandising into multiple medias
+Consult with stakeholders to develop/implement new project strategies, and work with investors
+Control the development process of new projects. Ex: selection of cast, production of script,

for launch
implementation of music

+Work with stakeholders to initialize merchandising
+Be a team leader/mentor to junior staff

スキル・資格
・日本のアニメ/音楽制作、ライセンスとマーチャンダイズの理解
・ビジネス/利益の計画について開発することができる
・日本語と英語の両言語で仕事ができる
・アニメ市場を読むことができる。何が今流行して次は何が大きな流行となるかについて読める。
・ピープル・マネジメントの経験
_________________________________________________________________________________________________
+Understanding of Japanese anime/music production, licensing and merchandising
+Able to develop a business/profit scheme
+Ability to work in both Japanese and English
+Able to read anime market trends. What’s hot now, and what will be the next big anime
+A career history of people management

会社説明
Randstad Sourceright is a global talent leader, providing solutions and expertise that help companies position for growth,
execute on strategy, and improve business agility. Our experience encompasses all facets of talent, including traditional
employees and the contingent, free-agent workforce. Key offerings include Blended Workforce Solutions, Recruitment
Process Outsourcing (RPO), Managed Services Provider (MSP) programs, and Contingent Workforce Services (CWS). As
an operating company of Randstad, a $22 billion company and the second largest HR services provider in the world,
Randstad Sourceright delivers the resources and deep capability companies need to optimise their talent strategy for
business growth and transformation. We are consistently recognised for service excellence and innovation by industry
organisations such as Everest Group, HRO Today Magazine, NelsonHall, Bersin & Associates, and Staffing Industry
Analysts.

