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　事業所名

　勤務場所エリア 　新潟市 　勤務場所市区町村 　中央区

　勤務場所

　雇用形態 　正社員 　雇用期間（正社員以外） 　定めなし

　試用期間有無 　有 　試用期間 　3ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　350万 ～ 　650万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間

　フレックスタイム制を採用　

・コアタイムは10:00-15:00

・フレキシブルタイムは7:00-

10:00、15:00-22:00

・所定労働時間は8時間/日、清算

期間は1ヶ月

　残業時間 　25～30時間／月

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　無

　通勤手当 　有

　企業PR

【必須スキル】

・ITまたは、Web業界の企業での1年以上の勤務経験

・バージョン管理ツールを用いたチーム開発経験

・サービスリリース実績あり

・Web API開発経験またはクラウド環境での開発経験

【歓迎スキル】

・対象職種以外の技術スキルを持ち合わせている

・OSSプロジェクトへの貢献を行っている

・お客さまと協力しながら幅広く開発業務を行うため、開発経験のみならず本当にユーザーが必要なものを

生み出していけるか考える姿勢を持ち合わせている

・Goでの開発経験/AWS・GCPの使用経験/Mackerelの使用経験

【求める人物像】

ただ開発するだけではなく、お客さまと共に創ることを意識して開発に臨んでいただきたいと考えておりま

す。時にはお客さまのサービスを実際に体験したり、ユーザヒアリングを行ったり、常にユーザ目線で開発

を行ってもらいたいと考えております。

　フラー株式会社

　笹口1丁目2 PLAKA2 2階

　技術職(IT関連)

《サーバーサイドエンジニア》

アプリ開発・運用業務をしていただきます。アプリ開発業務のみならず、ユーザへのヒアリングやユーザ体験含め、企画

から携わって頂く予定です。

業務内容詳細：

・インフラ構築およびインフラ監視設定

・WebAPI開発

・企画フェーズでの要件定義、ユーザ体験

・安定性およびパフォーマンスを重視した品質改善

・大規模なアーキテクチャ変更を含む、継続的コードベース改善

　

　実費支給

『世界一、ヒトを惹きつける会社を創る。』ことをユメに。アプリとデータを軸に事業展開するIT企業

・当社は「分析支援事業」「クライアントワーク事業」を行っています。分析支援事業のメインサービスである“App

Ape”は国内最大規模のアプリ市場分析サービスです。ToB向けのSaaS型サービスで、サブスクリプションモデルで提供。

顧客はゲーム業界をはじめ、ゲーム業界以外のアプリパブリッシャーや国際的なエージェンシー、研究所などにも実績多

数。導入企業は国内外5,000社以上に上り、的確なマーケットリサーチや競合調査を可能にすることで、アプリに関 わる

意思決定を手助けを行なっています。

・もう一つの柱であるクライアントワーク事業は、スマホアプリやWebサービスなどのプロダクトを顧客と共創します。プ

ロダクトの企画・開発・運用から分析までワンストップの支援を特徴とし、スマホ世代に向けた新規事業計画の企画立案

や、既存サービスのスマホシフト化などを企画したり、Webサービスやアプリを開発。運用面では、数値を基にデータドリ

ブンな運用を実施。これまで、アウトドアブランド「Snow Peak」の公式アプリ、日本三大花火の一つ「長岡花火」の公式

アプ リ、「NHKキッズ」アプリなどの開発・デザインを手がけました。

　駐車場応相談

　127日
　【休日】

・完全週休二日制（土・日）

・国民の祝日

・年末年始休み

【休暇】

<有給扱い>

・年次有給休暇

・入社時特別休暇

・夏季特別休暇

・慶弔休暇

・妊産婦休暇

・子の看護休暇

・介護休暇

<無給扱い>

・生理休暇

・産前産後の休暇※

・育児休業※

・介護休業※

※法定の手当あり

　

・フルリモート勤務可能※

・引越費用補助（入社時に近隣に引越する場合）：上限20万円

・リモートワーク手当：５千円/月

・近距離手当（通勤手当の支給を受けず、就業場所から徒歩圏内に居住する場合）：２万円/月

・書籍購入補助：３冊/月

・語学費用補助：３千円/月

・柏の葉本社の近隣ホテル内温泉施設の利用（※現在無期休止中）

・社員旅行（新型コロナウイルス感染拡大防止のため現在は実施を見合わせております。）

・部活動補助あり

・関東ITソフトウェア健康保険組合

・厚生年金保険

・雇用保険

・受動喫煙対策有/喫煙室あり（オフィスビル内に喫煙室が設置されています。）

※原則、自己の裁量により、所定の勤務場所、自宅または会社が指定するリモートワーク拠点で勤務するこ

とができますが、会社は業務上必要がある場合、所定の勤務場所への出社を指示することがあります。ま

た、オフィス運営上の理由により、会社からリモートワークを推奨することがあります。

6月末、12月末の正社員在籍者に対し、各7～8月頃、1～2月頃に賞与を

支給します。

※ただし、業績等の状況により、支給しないことがあります。
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　事業所名

　勤務場所エリア 　新潟市 　勤務場所市区町村 　中央区

　勤務場所

　雇用形態 　正社員 　雇用期間（正社員以外） 　定めなし

　試用期間有無 　有 　試用期間 　3ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　350万 ～ 　650万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　フレックスタイム制を採用　・コアタイムは10:00-15:00・フレキシブルタイムは7:00-10:00、15:00-22:00・所定労働時間は8時間/日、清算期間は1ヶ月 　残業時間 　25～30時間／月

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　無

　通勤手当 　有

　企業PR

【必須スキル】

・社会人経験が1年以上

・モバイルアプリやWebサービスへの興味関心

・モバイルアプリやWebサービスのプロダクトマネージャー（PM）への興味関心

【歓迎スキル】

・チーム開発におけるコミュニケーション力

・スライド作成のご経験

・UI／UX領域への興味関心

・プロダクトのリリース・グロースのご経験

・ディレクターとしてプロダクト開発に携わった経験

【求める人物像】

ただ「プロダクトを創る」だけではなく、お客さまのニーズとマーケット全体のトレンドやユーザーの行動

など様々な前提条件を元に、最適なプロダクトマーケットフィットを果たす職種だと捉えております。幅広

く多くのアプリ開発を行っているため、「非常に幅広い視点」を持ってご活躍いただきたいと考えておりま

す。

　フラー株式会社

　笹口1丁目2 PLAKA2 2階

　技術職(IT関連)

《ディレクター》

モバイルアプリやWebサービス（以下、プロダクト）の開発プロジェクトのディレクター業務を行っていただきます。プロ

ジェクトの進行管理を行い、より良いプロダクトを創るためにチームを導いていただきたいと考えております。

なお、ディレクター未経験者であってもご応募可能ですので、調整業務やメンバーのモチベーション管理、プロダクトの

KPI設計、サービス設計・企画、グロース等に興味のある方のご応募お待ちしております。

業務内容詳細：

・プロダクト開発のタスク（チケット）管理・進捗管理

・チームメンバーのモチベーション管理

・プロダクト公開後のKPI分析

・グロース施策の企画検討

・お客様への提案資料の作成

・お客様との折衝

　

　実費支給

『世界一、ヒトを惹きつける会社を創る。』ことをユメに。アプリとデータを軸に事業展開するIT企業

・当社は「分析支援事業」「クライアントワーク事業」を行っています。分析支援事業のメインサービスである“App

Ape”は国内最大規模のアプリ市場分析サービスです。ToB向けのSaaS型サービスで、サブスクリプションモデルで提供。

顧客はゲーム業界をはじめ、ゲーム業界以外のアプリパブリッシャーや国際的なエージェンシー、研究所などにも実績多

数。導入企業は国内外5,000社以上に上り、的確なマーケットリサーチや競合調査を可能にすることで、アプリに関 わる

意思決定を手助けを行なっています。

・もう一つの柱であるクライアントワーク事業は、スマホアプリやWebサービスなどのプロダクトを顧客と共創します。プ

ロダクトの企画・開発・運用から分析までワンストップの支援を特徴とし、スマホ世代に向けた新規事業計画の企画立案

や、既存サービスのスマホシフト化などを企画したり、Webサービスやアプリを開発。運用面では、数値を基にデータドリ

ブンな運用を実施。これまで、アウトドアブランド「Snow Peak」の公式アプリ、日本三大花火の一つ「長岡花火」の公式

アプ リ、「NHKキッズ」アプリなどの開発・デザインを手がけました。

　駐車場応相談

　127日

　【休日】

・完全週休二日制（土・日）

・国民の祝日

・年末年始休み

【休暇】

<有給扱い>

・年次有給休暇

・入社時特別休暇

・夏季特別休暇

・慶弔休暇

・妊産婦休暇

・子の看護休暇

・介護休暇

<無給扱い>

・生理休暇

・産前産後の休暇※

・育児休業※

・介護休業※

※法定の手当あり

　

・フルリモート勤務可能※

・引越費用補助（入社時に近隣に引越する場合）：上限20万円

・リモートワーク手当：５千円/月

・近距離手当（通勤手当の支給を受けず、就業場所から徒歩圏内に居住する場合）：２万円/月

・書籍購入補助：３冊/月

・語学費用補助：３千円/月

・柏の葉本社の近隣ホテル内温泉施設の利用（※現在無期休止中）

・社員旅行（新型コロナウイルス感染拡大防止のため現在は実施を見合わせております。）

・部活動補助あり

・関東ITソフトウェア健康保険組合

・厚生年金保険

・雇用保険

・受動喫煙対策有/喫煙室あり（オフィスビル内に喫煙室が設置されています。）

※原則、自己の裁量により、所定の勤務場所、自宅または会社が指定するリモートワーク拠点で勤務するこ

とができますが、会社は業務上必要がある場合、所定の勤務場所への出社を指示することがあります。ま

た、オフィス運営上の理由により、会社からリモートワークを推奨することがあります。

6月末、12月末の正社員在籍者に対し、各7～8月頃、1～2月頃に賞与を

支給します。

※ただし、業績等の状況により、支給しないことがあります。
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　事業所名

　勤務場所エリア 　新潟市 　勤務場所市区町村 　中央区

　勤務場所

　雇用形態 　正社員 　雇用期間（正社員以外） 　定めなし

　試用期間有無 　有 　試用期間 　3ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　350万 ～ 　650万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間

　フレックスタイム制を採用　

・コアタイムは10:00-15:00

・フレキシブルタイムは7:00-

10:00、15:00-22:00

・所定労働時間は8時間/日、清算

期間は1ヶ月

　残業時間 　25～30時間／月

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　無

　通勤手当 　有

　企業PR

【必須スキル】

・ITまたは、Web業界の企業での3年以上の勤務経験

・HTML/CSS/JavaScriptの開発経験2年以上

・バージョン管理ツールを用いたチーム開発経験

・サービスリリース実績あり

【歓迎スキル】

・対象職種以外の技術スキルを持ち合わせている

・OSSプロジェクトへの貢献を行っている

・クライアントと協力しながら幅広く開発業務を行うため、開発経験のみならず本当にユーザーが必要なも

のを生み出していけるか考える姿勢を持ち合わせている

・SPA(Angular,React,Vueなど)の開発経験/webpackでの開発経験/WordPressの開発経験

【求める人物像】

ただ開発するだけではなく、お客様と共に創ることを意識して開発に臨んでいただきたいと考えておりま

す。時にはお客様のサービスを実際に体験したり、ユーザヒアリングを行ったり、常にユーザ目線で開発を

行ってもらいたいと考えております。

　フラー株式会社

　笹口1丁目2 PLAKA2 2階

　技術職(IT関連)

《フロントエンドエンジニア》

Webサイトの開発・運営や、アプリのデータ管理のための管理画面の開発などを担当していただく予定です。

業務内容詳細：

・新規Webサイト開発および既存Webサイトアップデート

・企画フェーズでの要件定義、ユーザ体験

・安定性およびパフォーマンスを重視した品質改善

・大規模なアーキテクチャ変更を含む、継続的コードベース改善

　

　実費支給

『世界一、ヒトを惹きつける会社を創る。』ことをユメに。アプリとデータを軸に事業展開するIT企業

・当社は「分析支援事業」「クライアントワーク事業」を行っています。分析支援事業のメインサービスである“App

Ape”は国内最大規模のアプリ市場分析サービスです。ToB向けのSaaS型サービスで、サブスクリプションモデルで提供。

顧客はゲーム業界をはじめ、ゲーム業界以外のアプリパブリッシャーや国際的なエージェンシー、研究所などにも実績多

数。導入企業は国内外5,000社以上に上り、的確なマーケットリサーチや競合調査を可能にすることで、アプリに関 わる

意思決定を手助けを行なっています。

・もう一つの柱であるクライアントワーク事業は、スマホアプリやWebサービスなどのプロダクトを顧客と共創します。プ

ロダクトの企画・開発・運用から分析までワンストップの支援を特徴とし、スマホ世代に向けた新規事業計画の企画立案

や、既存サービスのスマホシフト化などを企画したり、Webサービスやアプリを開発。運用面では、数値を基にデータドリ

ブンな運用を実施。これまで、アウトドアブランド「Snow Peak」の公式アプリ、日本三大花火の一つ「長岡花火」の公式

アプ リ、「NHKキッズ」アプリなどの開発・デザインを手がけました。

　駐車場応相談

　127日

　【休日】

・完全週休二日制（土・日）

・国民の祝日

・年末年始休み

【休暇】

<有給扱い>

・年次有給休暇

・入社時特別休暇

・夏季特別休暇

・慶弔休暇

・妊産婦休暇

・子の看護休暇

・介護休暇

<無給扱い>

・生理休暇

・産前産後の休暇※

・育児休業※

・介護休業※

※法定の手当あり

　

・フルリモート勤務可能※

・引越費用補助（入社時に近隣に引越する場合）：上限20万円

・リモートワーク手当：５千円/月

・近距離手当（通勤手当の支給を受けず、就業場所から徒歩圏内に居住する場合）：２万円/月

・書籍購入補助：３冊/月

・語学費用補助：３千円/月

・柏の葉本社の近隣ホテル内温泉施設の利用（※現在無期休止中）

・社員旅行（新型コロナウイルス感染拡大防止のため現在は実施を見合わせております。）

・部活動補助あり

・関東ITソフトウェア健康保険組合

・厚生年金保険

・雇用保険

・受動喫煙対策有/喫煙室あり（オフィスビル内に喫煙室が設置されています。）

※原則、自己の裁量により、所定の勤務場所、自宅または会社が指定するリモートワーク拠点で勤務するこ

とができますが、会社は業務上必要がある場合、所定の勤務場所への出社を指示することがあります。ま

た、オフィス運営上の理由により、会社からリモートワークを推奨することがあります。

6月末、12月末の正社員在籍者に対し、各7～8月頃、1～2月頃に賞与を

支給します。

※ただし、業績等の状況により、支給しないことがあります。
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　事業所名

　勤務場所エリア 　新潟市 　勤務場所市区町村 　中央区

　勤務場所

　雇用形態 　正社員 　雇用期間（正社員以外） 　定めなし

　試用期間有無 　有 　試用期間 　3ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　350万 ～ 　650万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間 　フレックスタイム制を採用　・コアタイムは10:00-15:00・フレキシブルタイムは7:00-10:00、15:00-22:00・所定労働時間は8時間/日、清算期間は1ヶ月 　残業時間 　25～30時間／月

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　無

　通勤手当 　有

　企業PR

【必須スキル】

・アプリまたはWebサービスを展開するIT企業の勤務経験5年以上

・複数プロダクトのリリース実績

・プロジェクトの立上げ実績

・プロダクトのドメイン選定、機能設計、KPIの設計・分析

・顧客への提案および折衝、各種調整

【歓迎スキル】

・アプリまたはWebサービスの深い知識

・プロダクトのグロース戦略立案

【求める人物像】

ただ「プロダクトを創る」だけではなく、お客様のニーズとマーケット全体のトレンドやユーザーの行動な

ど様々な前提条件を元に、最適なプロダクトマーケットフィットを果たす職種だと捉えております。そのた

め、「非常に幅広い視点」を発揮して頂きたいと考えております。

　フラー株式会社

　笹口1丁目2 PLAKA2 2階

　技術職(IT関連)

《プランナー》

複数プロダクトのプランニングや開発プロジェクトの指揮を行っていただきます。また、事業部そのものの成長における

様々な領域に携わっていただきます。

　

　実費支給

『世界一、ヒトを惹きつける会社を創る。』ことをユメに。アプリとデータを軸に事業展開するIT企業

・当社は「分析支援事業」「クライアントワーク事業」を行っています。分析支援事業のメインサービスである“App

Ape”は国内最大規模のアプリ市場分析サービスです。ToB向けのSaaS型サービスで、サブスクリプションモデルで提供。

顧客はゲーム業界をはじめ、ゲーム業界以外のアプリパブリッシャーや国際的なエージェンシー、研究所などにも実績多

数。導入企業は国内外5,000社以上に上り、的確なマーケットリサーチや競合調査を可能にすることで、アプリに関 わる

意思決定を手助けを行なっています。

・もう一つの柱であるクライアントワーク事業は、スマホアプリやWebサービスなどのプロダクトを顧客と共創します。プ

ロダクトの企画・開発・運用から分析までワンストップの支援を特徴とし、スマホ世代に向けた新規事業計画の企画立案

や、既存サービスのスマホシフト化などを企画したり、Webサービスやアプリを開発。運用面では、数値を基にデータドリ

ブンな運用を実施。これまで、アウトドアブランド「Snow Peak」の公式アプリ、日本三大花火の一つ「長岡花火」の公式

アプ リ、「NHKキッズ」アプリなどの開発・デザインを手がけました。

　駐車場応相談

　127日

　【休日】

・完全週休二日制（土・日）

・国民の祝日

・年末年始休み

【休暇】

<有給扱い>

・年次有給休暇

・入社時特別休暇

・夏季特別休暇

・慶弔休暇

・妊産婦休暇

・子の看護休暇

・介護休暇

<無給扱い>

・生理休暇

・産前産後の休暇※

・育児休業※

・介護休業※

※法定の手当あり

　

・フルリモート勤務可能※

・引越費用補助（入社時に近隣に引越する場合）：上限20万円

・リモートワーク手当：５千円/月

・近距離手当（通勤手当の支給を受けず、就業場所から徒歩圏内に居住する場合）：２万円/月

・書籍購入補助：３冊/月

・語学費用補助：３千円/月

・柏の葉本社の近隣ホテル内温泉施設の利用（※現在無期休止中）

・社員旅行（新型コロナウイルス感染拡大防止のため現在は実施を見合わせております。）

・部活動補助あり

・関東ITソフトウェア健康保険組合

・厚生年金保険

・雇用保険

・受動喫煙対策有/喫煙室あり（オフィスビル内に喫煙室が設置されています。）

※原則、自己の裁量により、所定の勤務場所、自宅または会社が指定するリモートワーク拠点で勤務するこ

とができますが、会社は業務上必要がある場合、所定の勤務場所への出社を指示することがあります。ま

た、オフィス運営上の理由により、会社からリモートワークを推奨することがあります。

6月末、12月末の正社員在籍者に対し、各7～8月頃、1～2月頃に賞与を

支給します。

※ただし、業績等の状況により、支給しないことがあります。



　求人票
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　事業所名

　勤務場所エリア 　新潟市 　勤務場所市区町村 　中央区

　勤務場所

　雇用形態 　正社員 　雇用期間（正社員以外） 　定めなし

　試用期間有無 　有 　試用期間 　3ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　350万 ～ 　650万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間

　フレックスタイム制を採用　

・コアタイムは10:00-15:00

・フレキシブルタイムは7:00-

10:00、15:00-22:00

・所定労働時間は8時間/日、清算

期間は1ヶ月

　残業時間 　25～30時間／月

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　無

　通勤手当 　有

　企業PR

【必須スキル】

・バージョン管理ツールを用いたチーム開発経験

・Web API開発経験またはクラウド環境での開発経験

【歓迎スキル】

・サービスリリース経験

・Goでの開発経験/AWS・GCPの使用経験/Mackerelの使用経験

【求める人物像】

ただ開発するだけではなく、お客さまと共に創ることを意識して開発に臨んでいただきたいと考えておりま

す。時にはお客さまのサービスを実際に体験したり、ユーザーヒアリングを行ったり、常にユーザー目線で

開発を行ってもらいたいと考えております。

　フラー株式会社

　笹口1丁目2 PLAKA2 2階

　技術職(IT関連)

《ソフトウェアエンジニア（サーバーサイドエンジニア）》ポテンシャル採用

【Go言語未経験者歓迎】golangで開発したいサーバーサイドエンジニアを募集

アプリ開発・運用業務をしていただきます。アプリ開発業務のみならず、ユーザーへのヒアリングやユーザー体験含め、

企画から携わって頂く予定です。

業務内容詳細：

・インフラ構築

・WebAPI開発

・企画フェーズでの要件定義、ユーザー体験

　

　実費支給

『世界一、ヒトを惹きつける会社を創る。』ことをユメに。アプリとデータを軸に事業展開するIT企業

・当社は「分析支援事業」「クライアントワーク事業」を行っています。分析支援事業のメインサービスである“App

Ape”は国内最大規模のアプリ市場分析サービスです。ToB向けのSaaS型サービスで、サブスクリプションモデルで提供。

顧客はゲーム業界をはじめ、ゲーム業界以外のアプリパブリッシャーや国際的なエージェンシー、研究所などにも実績多

数。導入企業は国内外5,000社以上に上り、的確なマーケットリサーチや競合調査を可能にすることで、アプリに関 わる

意思決定を手助けを行なっています。

・もう一つの柱であるクライアントワーク事業は、スマホアプリやWebサービスなどのプロダクトを顧客と共創します。プ

ロダクトの企画・開発・運用から分析までワンストップの支援を特徴とし、スマホ世代に向けた新規事業計画の企画立案

や、既存サービスのスマホシフト化などを企画したり、Webサービスやアプリを開発。運用面では、数値を基にデータドリ

ブンな運用を実施。これまで、アウトドアブランド「Snow Peak」の公式アプリ、日本三大花火の一つ「長岡花火」の公式

アプ リ、「NHKキッズ」アプリなどの開発・デザインを手がけました。

　駐車場応相談

　127日

　【休日】

・完全週休二日制（土・日）

・国民の祝日

・年末年始休み

【休暇】

<有給扱い>

・年次有給休暇

・入社時特別休暇

・夏季特別休暇

・慶弔休暇

・妊産婦休暇

・子の看護休暇

・介護休暇

<無給扱い>

・生理休暇

・産前産後の休暇※

・育児休業※

・介護休業※

※法定の手当あり

　

・フルリモート勤務可能※

・引越費用補助（入社時に近隣に引越する場合）：上限20万円

・リモートワーク手当：５千円/月

・近距離手当（通勤手当の支給を受けず、就業場所から徒歩圏内に居住する場合）：２万円/月

・書籍購入補助：３冊/月

・語学費用補助：３千円/月

・柏の葉本社の近隣ホテル内温泉施設の利用（※現在無期休止中）

・社員旅行（新型コロナウイルス感染拡大防止のため現在は実施を見合わせております。）

・部活動補助あり

・関東ITソフトウェア健康保険組合

・厚生年金保険

・雇用保険

・受動喫煙対策有/喫煙室あり（オフィスビル内に喫煙室が設置されています。）

※原則、自己の裁量により、所定の勤務場所、自宅または会社が指定するリモートワーク拠点で勤務するこ

とができますが、会社は業務上必要がある場合、所定の勤務場所への出社を指示することがあります。ま

た、オフィス運営上の理由により、会社からリモートワークを推奨することがあります。

6月末、12月末の正社員在籍者に対し、各7～8月頃、1～2月頃に賞与を

支給します。

※ただし、業績等の状況により、支給しないことがあります。
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　事業所名

　勤務場所エリア 　新潟市 　勤務場所市区町村 　中央区

　勤務場所

　雇用形態 　正社員 　雇用期間（正社員以外） 　定めなし

　試用期間有無 　有 　試用期間 　3ヶ月

　職種

　業務内容

　必要スキル・条件

　想定年収 　350万 ～ 　650万

　転勤 　無 　マイカー通勤可否 　可

　マイカー通勤詳細

　就業時間

　フレックスタイム制を採用　

・コアタイムは10:00-15:00

・フレキシブルタイムは7:00-

10:00、15:00-22:00

・所定労働時間は8時間/日、清算

期間は1ヶ月

　残業時間 　25～30時間／月

　年間休日数

　勤務曜日（休日）等

　厚生年金 　有 　健康保険 　有

　雇用保険 　有 　労災保険 　有

　他

　他特記事項

　賞与 　有

　退職金 　無

　通勤手当 　有

　企業PR

【必須スキル】

・法人営業経験5年以上

・システム受託開発に関する営業経験3年以上

・主担当として新規顧客受注実績

・大手企業とのシステム開発に関する契約調整、締結の実績

【歓迎スキル】

・BtoCのシステム開発案件の担当経験

・モバイルアプリ市場に関する知見

・データ分析に関する知見

【求める人物像】

お客さまとフラー開発陣との調整役として、プロジェクトを円滑に回すための裏方としての役割を期待して

います。お客さまの事業や抱えている課題の背景など、フラーが提供できるソリューションを理解した上

で、双方にとって最良の提案を選択できる方と是非ご一緒したいです。

　フラー株式会社

　笹口1丁目2 PLAKA2 2階

　営業職

《開発営業》

主にモバイルアプリ開発の新規/追加開発案件において、顧客との契約調整、開発要件のヒアリング、社内開発チームとの

調整等開発を円滑に進めるための業務を実施して頂きます。新規顧客獲得よりも既存顧客の引き継ぎを主に担当していた

だきます。

　

　実費支給

『世界一、ヒトを惹きつける会社を創る。』ことをユメに。アプリとデータを軸に事業展開するIT企業

・当社は「分析支援事業」「クライアントワーク事業」を行っています。分析支援事業のメインサービスである“App

Ape”は国内最大規模のアプリ市場分析サービスです。ToB向けのSaaS型サービスで、サブスクリプションモデルで提供。

顧客はゲーム業界をはじめ、ゲーム業界以外のアプリパブリッシャーや国際的なエージェンシー、研究所などにも実績多

数。導入企業は国内外5,000社以上に上り、的確なマーケットリサーチや競合調査を可能にすることで、アプリに関 わる

意思決定を手助けを行なっています。

・もう一つの柱であるクライアントワーク事業は、スマホアプリやWebサービスなどのプロダクトを顧客と共創します。プ

ロダクトの企画・開発・運用から分析までワンストップの支援を特徴とし、スマホ世代に向けた新規事業計画の企画立案

や、既存サービスのスマホシフト化などを企画したり、Webサービスやアプリを開発。運用面では、数値を基にデータドリ

ブンな運用を実施。これまで、アウトドアブランド「Snow Peak」の公式アプリ、日本三大花火の一つ「長岡花火」の公式

アプ リ、「NHKキッズ」アプリなどの開発・デザインを手がけました。

　駐車場応相談

　127日

　【休日】

・完全週休二日制（土・日）

・国民の祝日

・年末年始休み

【休暇】

<有給扱い>

・年次有給休暇

・入社時特別休暇

・夏季特別休暇

・慶弔休暇

・妊産婦休暇

・子の看護休暇

・介護休暇

<無給扱い>

・生理休暇

・産前産後の休暇※

・育児休業※

・介護休業※

※法定の手当あり

　

6月末、12月末の正社員在籍者に対し、各7～8月頃、1～2月頃に賞与を

支給します。

※ただし、業績等の状況により、支給しないことがあります。

・フルリモート勤務可能※

・引越費用補助（入社時に近隣に引越する場合）：上限20万円

・リモートワーク手当：５千円/月

・近距離手当（通勤手当の支給を受けず、就業場所から徒歩圏内に居住する場合）：２万円/月

・書籍購入補助：３冊/月

・語学費用補助：３千円/月

・柏の葉本社の近隣ホテル内温泉施設の利用（※現在無期休止中）

・社員旅行（新型コロナウイルス感染拡大防止のため現在は実施を見合わせております。）

・部活動補助あり

・関東ITソフトウェア健康保険組合

・厚生年金保険

・雇用保険

・受動喫煙対策有/喫煙室あり（オフィスビル内に喫煙室が設置されています。）

※原則、自己の裁量により、所定の勤務場所、自宅または会社が指定するリモートワーク拠点で勤務するこ

とができますが、会社は業務上必要がある場合、所定の勤務場所への出社を指示することがあります。ま

た、オフィス運営上の理由により、会社からリモートワークを推奨することがあります。


