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Backend Engineer(Catalog Data)Middle Class
募集職種
人材紹介会社
アドバイザリー・アンド・ビヨンド株式会社
採用企業名
EC company
求人ID
948386
会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数)
外国人の割合
外国人 半数
勤務形態
正社員
勤務地
東京都 23区
給与
400万円 ~ 800万円
勤務時間
9:00 - 17:30
休日・休暇
完全週休2日制（土・日）、祝日、夏季・年末年始休暇、慶弔休暇、有給休暇
更新日
2019年12月11日 03:00

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 (英語使用比率: 常時英語)
日本語レベル
日常会話レベル
最終学歴
大学卒： 学士号
現在のビザ
日本での就労許可は必要ありません

募集要項
Have you ever felt "Difficult to find items" in Rakuten Ichiba?
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To solve this issue, we make own Catalog system is really important mission for Rakuten.
We need Back-End Engineer for Catalog who knows Big Data knowledge and utilize method deeply.
Our mission is making rich and structured Product data/Taxonomy by processing Big Data then deliver those data to FrontEnd sites.

We'll support not only Rakuten Ichiba, but also Asian, European and American markets.
We work with 9 subsidiaries members to make global common catalog system.
We can offer you job opportunity and exiting work-environment to work with people from all of the the world.

Responsibilities:
- Design Data model
- Operation Design
- Design architecture for Back-End systems
- Develop batch system
- Develop Web Application(Inhouse-tool)
- Develop API
- Operation using Linux
- Ensure quality and durability of systems
- Automation for Testing and Release operations

スキル・資格
Minimum Qualifications:
- Solid programming experience using Java EE, Related some frameworks and MySQL(Over 3 years)
- Experience for middle ware such as Apache, Tomcat and other open source software
- Experience for Back-End System development
- Experience of DB design
- Experience for Batch system
- Experience for Web Application
- Experience for API development
- Basic knowledge for operation of Linux

Preferred Qualifications:
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- Good sense of writing code w/ performance, maintainability and security in mind
- Good experience in Waterfall and Agile practice, and understand the spirit behind them
- SQL tuning by MySQL, Oracle etc...

会社説明
コンサルティングファーム出身者がフォローアップします。
日本および米国のコンサルティングファームにおいて20年以上のキャリアを持つコンサルタントがコンサル業界へのご転職、およびコンサ
ルティングから事業会社へのご転職を支援します。

アドバイザリー・アンド・ビヨンドの強み：
Big4系コンサルティングファーム、監査法人等に強いパイプがあります。
大手コンサルティングファームにて15年以上のコンサルティング経験があります。自分のチームスタッフの採用も行っていたため採用の
ポイントに詳しいです。特にデータアナリティクス、リスク・ガバナンス、フォレンジック等のキャリアパスやポジションについて熟知しており
ます。ファーム間のご転職、コンサルタントへのキャリアチェンジ、コンサルタントの事業会社へのご転職について支援可能です。

コンサルティングの内容：
▼職務経歴書無料添削（ご希望者のみ）
職務経歴書は書類選考における、ご自身の営業提案資料と考えてください。多くの場合、書類選考は数分程度で終わります。じっくり読
みこんでくれる場合は極めてまれです。募集されている内容に沿ったアピールがされているか、簡潔にわかりやすく書かれているのかが
勝負の分かれ目です。
当社ではご希望者には職務経歴書の無料添削を行っています。これにより大幅に書類選考の通過率が上がります。中には大幅に添削
してほとんど当社で書き直してしまった例もあります。是非ご活用ください！
▼事前面談の省力化
紹介会社による事前面談は、ご経歴確認と希望条件等の確認のために必要ですが、転職希望者にとって負担であることも事実です。
当社では、以下の方法で事前面談のご負担を軽くします。
電話やWeb会議等での実施
出張面談：通勤途中やご自宅近くのご指定場所での面談実施
案件によってはメールのみで可能な場合もあります。どうしても面談や電話などが不可能な場合はご相談ください。

■ 渋谷駅ハチ公口から原宿方面（渋谷ファイアー通り）に徒歩５分：
タワーレコードの向かい、ニトリの手前のタリーズのあるビルです。

