求人票
会社名

株式会社JoBins

求人名

システムエンジニア

求人ID

00001256

職種（大分類）

ITエンジニア【システム開発・SE・インフラ】

職種（中分類）

Web・オープン系 プロジェクトマネージャー【PM】、リーダー【PL】

採用人数
特徴

1

雇用形態

正社員

業界未経験OK 転勤なし

仕事内容
オンライン人材紹介プラットフォーム「JoBins」をはじめ、
弊社の自社サービスの開発・運用・保守をお任せ致します。

既存サービスはすでに土台が出来上がっていますが、まだまだ改良すべき点は沢山あります。
より良いサービスに成長させるため、「ここはもっとこうした方がいい！」など
エンジニアサイドからもどんどん提案して下さい。

【開発環境】
◆主な言語（programming language）
Object-oriented PHP
◆主なフレームワーク（framework）
Laravel, Vue JS, React
◆その他（others）
Java, Javascript, HTML, CSS , bootstrap, node js, MySQL,MongoDB, AWS, Elastic Search, Redis, cronjobs, git, docker
◆サーバー（server）
Apaceh2、Nginx
◆OS
Linux

【JoBinsとは】
JoBinsは、採用企業とエージェントを繋ぐオンライン人材紹介プラットフォームです。
通常の人材紹介でかかる採用コスト（紹介手数料）は候補者の年収の30％が基本。
このコストの高さゆえに、成果報酬で確実な採用ができるものの
なかなか人材紹介を利用できていない採用企業が沢山あります。
一方、エージェントは自社で保有している求人だけでは足りず、
抱えている候補者の約9割が「転職成功させられずお見送り」となっています。
この2者をWEB上で繋ぎ、より多くの転職成功を生み出すのがJoBinsです。

【会社の特徴】
・累計調達金額1億円以上
・大阪府ベンチャー企業成長プロジェクト「Booming！」第1期支援先企業に選出

・OIHシードアクセラレーションプログラム「OSAP（オーサップ）」第5期に選出

★挑戦し、称え合いながらフルスピードで成長
当社のコアバリュー（最も重要とする価値観）は「フルスピード」です。そのために「失敗から学ぶ」ことも大切にしています。
失敗を恐れずたくさん挑戦し、成果が出たときは全員で称え合うのがJoBinsの環境です。

★3ヶ月ごとに昇給のチャンス
正しく目標設定し、正しく評価することを大切にしています。3ヶ月ごとに昇給のチャンスがあり、スピーディーにポジションを
アップさせている社員も多くいます。

★ユニークな福利厚生
一人ひとりが楽しく、気持ち良く仕事ができることを目指し、ユニークな福利厚生を順次導入中です。例えば10分の休憩がとれる
「休憩パンダ制度」や、会社がランチ費用を負担する「スタッフランチ」、地区指定で家賃補助を行う「500Towns制度」（2023
年4月導入予定）などがあります。

☆会社全体では、下は19歳から上は40代半ばまで、若手を中心に幅広い年代が活躍中です。
エンジニアを含め、みんなでご飯を食べたり、プライベートでも交流したり、良好なコミュニケーションの中で目標に向けて一丸と
なって進んでおり、活気がある職場です。
応募条件
・高卒以上
・PHPおよびJavaでのアプリケーション開発経験
・日常会話レベル以上の英語力がある方

◆ Must have excellent knowledge of OOP (Object Oriented Programming), Object Oriented Design, design pattern,
and data structures
◆ Good Knowledge of Web Technology (HTML, CSS, JavaScript, PHP, and related toolsets)
◆ Good knowledge of Database Tools
◆ Strong background in Linux/Unix Administration
◆ Ability to use a wide variety of open-source technologies and cloud services (experience with AWS is required)
◆ Familiarity with Version Controlling tools (Subversion, GIT)
◆ Experienced with MySQL and NoSQL databases
◆ Experience in building RESTful Web Services
◆ Proven experience in software architecture design
◆ Working knowledge of relational databases such as MySQL and PostgreSQL
◆ Strong problem-solving skills and the ability to analyze quantitatively, scope technical requirements, and prioritize
deliverables
歓迎条件
preferences are given to the individuals having the following skills:
5+ years of work experience.
Has contributed to open source community.

Ability to speak Japanese.
Good understanding of web design.
年収

350 万円～ 700 万円

月給

25 万円～ 50 万円

給与詳細
※前職給与、ご経験などを考慮の上決定いたします。
賞与
あり
賞与詳細
年2回

※業績による

転勤の可能性

当面なし

勤務地詳細
大阪府大阪市西区北堀江1-19-8 四ツ橋KMビル3F

【アクセス】
大阪メトロ：長堀鶴見緑地線「西大橋駅」4番出口直上
大阪メトロ：四ツ橋線「四ツ橋駅」4番出口徒歩3分

【受動喫煙防止措置】
敷地内禁煙（屋外に喫煙場所設置）
勤務時間
9：00～18：00（休憩1時間）
諸手当
交通費全額支給
福利厚生
各種社会保険完備（健康、雇用、労災、厚生年金）
休憩パンダ制度（昼休憩＋30分）
健康診断
ノートパソコン、社用携帯貸与
スタッフランチ
奨学金返還支援制度

※2023年4月導入予定

500Towns制度（家賃補助）※2023年4月導入予定
大阪引っ越し支援制度

※2023年4月導入予定

ウォーターサーバーあり
従業員持株会
（制度設計中）ストックオプション
内閣府ベビーシッター派遣事業割引券利用可能

勤務地

大阪府

休日
完全週休2日制（土日祝）、年末年始休暇、GW休暇、夏期休暇、有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇（取得実績あり）、育児休暇
（取得実績あり）
年間休日126日
試用期間

あり

試用期間（詳細）
試用期間中（6ヵ月）条件変更なし
選考フロー
書類選考→SPI→面接（2回〜3回）→コーディングテスト→リファレンスチェック→内定

会社概要
会社名
本社所在地

株式会社JoBins
北堀江1-19-8 四ツ橋KMビル3F

事業内容
【事業内容】
・採用成功にコミットするエージェント連携システム「JoBins」の開発・運営

＜サービス紹介URL＞
https://www.jobins.jp/
https://www.jobins.jp/agent

＜Wantedlyでも詳しく解説しています＞
https://www.wantedly.com/companies/jobins/feed

【メディア掲載事例】
<CNET Japan>
https://japan.cnet.com/article/35121859/

＜Tech Crunch＞
https://jp.techcrunch.com/2018/10/16/jobins-fundraising/

※本求人票に明記されている労働条件等が労働契約締結時の労働条件と異なる場合がありますのでご注意ください
※本求人票には一般公開されていない情報も含まれるため、第三者への提供・転送を禁止させて頂いております。

