
2022年4月～2023年3月

★歓迎　空白:可

職種区分 求人№ ポジション 急募 外国籍 語学力 採用計画数 年収(下限) 年収(上限) 年齢(下限) 年齢(上限) 担当業務 採用 要件 採用 要件 【歓迎】

マーケ 76 【マーケ】プロダクトマネージャー ★ 3 4,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半

プロダクトマーケティング業務

・製品および市場分析に基づく、STP策定

・マーケティング戦略策定、プロモーションコンセプト・メッセージング～プロモーションプラン策定

・社内外関係各所との折衝・調整業務

・事業計画（PL）における広告宣伝予算策定及び広告宣伝予算管理

・プロモーション進行管理及び効果測定

ゲーム会社における3年以上のマーケティング業務経験者

プロモーションプランニングから企画プレゼン、予算管理、制作進行までをトータルでできる方

Microsoft Office(Word,Excel,PowerPoint)を使用した資料作成

コンシューマーゲームマーケティング経験、またはPCオンライン、スマートフォンゲームの運用タ

イトルのマーケティング経験者

広告宣伝における効果予測及び計測、分析のご経験

英語をビジネスレベルで使われていた方

マーケ 146 【急募】海外支社・国内スタジオとのマーケティングブリッジ担当 ★ ★ 1 5,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半

日本国内スタジオで開発されたゲームを海外展開する際、国内の開発及びマーケティングチームと、欧米支社のマーケティングチームとの間に入り、会議設

計、会議通訳（日英）、メールコミュニケーション（日英）、資料翻訳（日英）等、日本語と英語を駆使し、プロジェクトをコミュニケーション側面から推

進していただくお仕事です。

・英語スキル　ビジネス上級レベル　※目安：TOEICスコア950点以上（または相当する英語力）

・日本語スキル　ビジネス上級レベル　※目安：日本語能力試験1級またはN1

・10名以上の参加者がいる会議での逐次通訳経験（日↔英）※目安：３年以上

・日本企業と欧米企業の間でのブリッジ・リエゾン業務経験　※目安：３年以上

・日本と欧米との文化の違いを十分理解した上で、柔軟にコミュニケーションが取れる方。

・多くの部門と連携して業務進行出来る方。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・海外出張に対応可

能な方。

・ゲーム会社での海外支社とのブリッジ・リエゾン業務経験。

・欧米諸国への駐在経験。

・マーケティング実務経験。

MD 2 物販及びプライズ向け商品の企画、開発 × 1 3,500,000 6,000,000 20代前半 30代後半

・物販及びプライズ向けのぬいぐるみ、雑貨、フィギュアの企画立案

・版権元への提案、監修対応

・生産工場との見積もり調整

・開発、生産スケジュール管理

・担当アイテムの売上、原価管理

・カタログ作成、展示会対応

・その他部内開発業務フォロー

・ライセンスキャラクターの商品企画開発経験が2年以上ある人

・版権元との折衝経験がある人

・一般的なPC操作が出来る人（エクセル、パワーポイント）

・プライズ向けの商品企画開発の経験がある人

・イラレ、フォトショップを扱える人

・フィギュアメーカーもしくは玩具メーカーでの商品企画・開発経験がある人

MD 94 オンラインキャッチャー運営要員募集 × 1 3,500,000 6,000,000 20代前半 30代後半

オンラインクレーン（OLC）運営に携わる業務全般

OLCオペレーション業務

OLC配送業務

クレーム対応

アルバイトスタッフ管理、教育

景品仕入れ

KPI管理

ゲームセンター、もしくはOLCオペレーション経験のある方

　⇒アルバイト経験(チーフ・リーダー格以上)1年以上、または社員経験1年以上

深夜勤務可能な方

休日祭日勤務可能な方

心身ともに健康な方

円滑なコミュニケーションが取れる方

新規事業にやる気のある方

キャラクタービジネス経験者

景品仕入れ経験者

オンラインサービス運営経験者

MD 78 MD営業企画(自社ECサイト運営) × 1 4,000,000 6,000,000 20代後半 30代前半

業務：オンラインくじ、オンラインキャッチャー、ECの企画運営

取扱いアイテム：くじ、プライズ、フィギュア、キャラクターグッズ等

営業先：オンラインによるB to C

※◎は最優先〇は次点

独身・既婚は問わず

オンラインビジネス実務経験有り（可能であれば実績も要確認）◎

数字分析能力があること◎

目標達成意識の強いこと〇

新規ビジネスに興味があること〇

他部門、他社との調整能力があること〇

キャラクター・アニメ・グッズに対しての興味・関心があること（いずれのひとつでも可）〇

営業資料・プレゼンテーション資料作成スキル

プレゼンテーション能力

オンラインキャッチャー、オンラインくじ、EC運営経験者

キャラクターグッズ業界経験者

キャラクター版元経験者

MD 156 MD国内営業 × 1 4,000,000 6,000,000 20代前半 30代前半 ・くじ・物販商品の国内への営業販売業務

・営業・販売業務経験者

・キャラクターに詳しい、強い興味がある人材（ビジネス経験が無い場合）

・コミュニケーション力がある人材

・キャラクタービジネス経験者

MD 502 MD品質管理業務 ★ 1 4,000,000 7,000,000 20代前半 40代前半 MD商品の設計・基準管理及び、委託工場の量産品質管理 玩具・日用品の海外販売における規格・基準・法令などの知識・業務経験のある方 ・ビジネスレベルの語学（中国語・英語）

MD 503 MD業務推進 × 1 4,000,000 7,000,000 20代後半 30代前半
・各PJの業務進捗、工程の管理及びPJ推進業務

・関連部門、担当間のブリッジ業務

・キャラクターに詳しい、強い興味がある人材（ビジネス経験が無い場合）

・コミュニケーション力がある人材

・管理、推進業務の経験者

・キャラクタービジネス経験者

MD 508 MD海外営業 1 4,000,000 7,000,000 20代後半 30代後半 海外リテール販売
海外営業・販売経験

語学（英語）

キャラクタービジネス経験者

ヨーロッパ系語学力

MD 509 MD海外営業 1 4,000,000 7,000,000 20代後半 30代後半 海外リテール販売
海外営業・販売経験

語学（英語）

キャラクタービジネス経験者

ヨーロッパ系語学力

MD 501 アプリプロモーション企画(アーケード向けアプリ) × 1 4,000,000 7,000,000 20代前半 40代前半 ゲームセンター向けアプリのイベント企画運営・販促物制作進行管理・デジタルコミュニケーション運用 ゲーム業界にてリアル・デジタルいずれかのプロモーション経験、知識がある方

マーチャンダイジング企画経験

アミューズメント施設店舗運営経験

アプリ運営・プロモーション経験

MD 505 プロモーション担当(ホビー製品) ★ × 1 4,000,000 7,000,000 20代前半 40代前半

ホビー製品（フィギュアやキャラクターくじなど）のプロモーション全般

　・Webプロモーションの企画立案および制作進行、運用・分析。

　・イベントの企画・制作・運営

①Webを中心としたプロモーションの企画立案、制作進行、運用の知識やスキルを持っている方

②イベントプロモーションの企画運営やアシスタントの経験がある方

①②どちらかの経験があり、積極的に行動がとれ、コミュニケーション能力に長けている方。

・Web広告の企画・運用経験がある方

・Web動画のコンテンツ制作やライブコマースの知識やスキル、経験がある方。

・販促物（チラシやバナーなど）のデザインディレクション経験のある方

MD 506 プロモーションの企画立案(コンビニくじ・物販) ★ × 1 4,000,000 7,000,000 20代前半 40代前半

コンビニくじや物販品のプロモーション企画立案、制作進行。

ライセンス先への各種監修業務進行と情報の取りまとめ。

メディア露出原稿のチェックやパブリシティ対応。

①販促施策の制作進行の知識やスキルを持っている。

②ライセンス交渉や調整の知識やスキルを持っている。

③原稿やクリエイティブなどの細かいチェック業務の知識やスキルを持っている。

①～③のいずれかに該当する方。

積極的に行動がとれ、コミュニケーション能力に長けている方。

上記採用要件の①～③のいずれかの経験者でかつ複数の経験がある方は歓迎。

MD 507 プロモーションの企画立案(プライズ) ★ × 1 4,000,000 7,000,000 20代前半 40代前半
プライズに関わる販促プロモーションの企画立案から制作。

展示会に関わるB to BイベントやB to Cイベントの企画立案から運営。

①販促物の制作進行の知識やスキルを持っている。

②キャンペーンの企画立案や制作進行の知識やスキルを持っている。

③展示会の企画立案から運営の知識やスキルを持っている。

①～③のいずれかに該当する方。

積極的に行動がとれ、コミュニケーション能力に長けている方。

上記採用要件の①～③のいずれかの経験者でかつ複数の経験がある方は歓迎。

編成 150 【編成】事業戦略スタッフ 英語ビジネス 2 4,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半

激変する市場環境の中、グローバルに感動体験を提供していく当社で、

将来のあるべき姿を打ち出し、成長戦略の立案を行っていくポジションになります。

業務は環境分析～戦略策定～課題出し～具体的対応策までの一連の業務を

関係各署と連携しながら行います。

【業務詳細】

　■中期戦略策定

　■事業成長の為の課題出し・施策立案・施策の推進

　■各事業の予算・戦略・KPI策定や実行のサポート

　■各事業の予算や業績予測などの数字管理

　■トップマネジメント意思決定サポート、情報収集やデータの分析、資料作成

　■経営に関する会議体の運営

・ゲーム/エンタメ業界での業務経験

・自身もゲーム好き（ゲーム知識有）

・トップマネジメント向け資料作成経験（社内/社外向けプレゼンテーション）

・コミュニケーション能力

・ロジカルシンキング/クリティカルシンキング

・英語ビジネスレベル（TOEIC800点以上）

・事業計画の策定経験（短期/中期）

・内外環境分析/マーケティングリサーチの業務経験

・アカウンティング/ファイナンスの知識

・KPI分析経験

・MBA資格保有（もしくは同等の知識/経験）

・経営企画/事業戦略部門での業務経験

・マーケティング実務経験

・海外企業（グループ会社/社外）との業務経験

社長室 143 経営企画部 1 5,000,000 10,000,000 20代後半 30代後半

社長直轄部署となる経営企画部にて、事業戦略の企画をメイン業務として担当していただきます。

・戦略企画・実行支援

・事業進捗管理

・トップマネジメントサポート

・特命案件対応

・戦略企画立案(外部環境と内部環境を見て問題が発見でき、仮説構築・提案が出来る事)

・資料作成の能力(エクセル・パワポ・ワード等を使ったマネジメント向け資料の作成が出来る事)

・会計知識(管理会計・財務会計の知識がある事　※簿記2級程度)

・言語能力(ビジネス英会話)　※海外とのビジネス経験があるとベター

・向上心がある事

・コミュニケーション能力(自発的な問題解決への思考と実行時の助力獲得を出来る事)

海外国籍の人材(英語に加えて、一定レベルの日本語能力)

ゲーム好き(※興味があればOK)

女性

JAパブ 114 東南アジア向け　ブリッジ、タイトルマーケティング ★ 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半

タイ・マレーシア・フィリピン・シンガポール・インドネシアでの東南アジアの地域向けのゲームタイトルのマーケティングを担当していただきます。

コミュニティマネジメント業務

・IPおよび製品に基づく、コミュニティ形成予測・KPI設定・ユーザー動向分析

・コミュニティマーケティング戦略策定、コンセプト・メッセージング・運営プラン策定

・社内外関係各所との折衝・調整業務

・事業計画（PL）における広告宣伝予算策定及び広告宣伝予算管理

・プロモーション進行管理及び効果測定、開発・宣伝へのフィードバック・示唆

・英語スキル（ビジネス上級レベル）

・マーケティング知識/経験

・SNSやデジタルマーケ・プロモーション知識をある人

・コミュニティーマネージメントができる経験者

・通訳/翻訳/資料作成

・即戦力となり、早期から単独で活躍できるような人材
・東南アジアに駐在経験がある方

JAパブ 64 ライセンス ★ 英語ネイティブレベル 1 5,000,000 8,000,000 20代前半 40代前半

・対外ライセンス契約交渉、PJ管理（進捗管理、社内外各署調整）

・WestタイトルPJ管理　（進捗管理、社内外各署調整）

・開発スケジュール管理
英語力　ネイティブレベル ゲーム進捗管理経験/海外ゲーム好き/ゲーム好き/コミュニケーション能力

JAパブ 66 ブリッジ(ライセンスアウトタイトル) ★ 英語ビジネスレベル 1 5,000,000 8,000,000 20代前半 40代前半 セガタイトル＆IPのライセンスアウトに伴う外部・内部スタジオとのブリッジング業務、ゲーム開発・運営に伴う運営管理のディレクション。

・開発プロデューサー経験者もしく運営型タイトルのPM経験者

・版元、開発スタジオ、外部取引先など、多岐に渡ってコミュニケーション力の高い方

・英語（欧米スタジオとのブリッジング業務）ビジネスレベル

必須ではないが、出来るとなお良い

・中国語（中国のクライアントとのブリッジング業務）

JAパブ 140 【急募】管理会計人員 ★ × 2 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半 また、業務を通して欧米支社と深い信頼関係を構築し、円滑で良好な連携がはかれるよう、尽力いただきます。 ・日本語スキル　ビジネス上級レベル　※目安：日本語能力試験1級またはN1
・ゲーム業界での管理会計実務経験者

・外国語スキル（英語、中国語、韓国語）

JAパブ 151 コミュニティーマネージャー(アジア地域) ★
英語ビジネスレベル・

中国語ビジネスレベル
1 4,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半

アジア地域のSNSを中心としたコミュニティー企画、運営業務

具体的にはSEGAアジア公式SNS（FB、weibo、他）、SEGAアジアIPSNS（現在は龍、ソニック、アトラス）の運営

コミュニティ醸成に必要な戦略、戦術の策定、KPI設定

日本語ビジネス、英語ビジネス、中国語ビジネス

エンターテインメント業界でのマーケティング、プロモーション業務経験者

コミュニティーマネージメント経験

東南アジア（特にシンガポール、マレーシア、タイ）の言語、文化への理解

JAパブ 152 プロダクトマネージャー(アジア地域) ★

英語ビジネスレベル・

中国語ビジネスまたは

韓国語ビジネスレベル

1 4,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半

アジア地域に向けタイトルのプロダクトマネージメント

・マーケティング戦略策定

・P/L作成

・予算管理

・プロダクト管理

日本語ビジネス、英語ビジネス、中国語ビジネスまたは韓国語ビジネス

エンターテインメント業界でのマーケティング、プロモーション業務経験者

ゲームのプロダクトマーケティング

海外赴任経験

JAパブ 153 PRプランナー(国内・アジア地域) ★ 英語ビジネスレベル 2 4,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半

■国内、アジア地域（特にタイ・マレーシア・フィリピン・シンガポール・インドネシア）におけるコンシューマ、スマートフォン向けゲームのPRおよびメディア担当

業務

　・タイトルのPR計画策定、実行

　・プレスリリース作成、各種取材・イベント対応

　・メディア、インフルエンサーとのリレーション構築、新規開拓

　・海外グループ会社、開発スタジオとのブリッジング業務

　・アジア地域向け自社SNSの運営

　・PRツールのローカライズサポート

日本語ビジネス、英語ビジネス

・英語（ネイティブ／ビジネスレベル）

・ゲームもしくはエンターテインメント業界でのマーケティング、プロモーション、PR業務経験者

・韓国語または他アジアの言語（ネイティブ／ビジネスレベル）

・企業広報もしくはPRエージェンシーでの業務経験

・海外赴任経験

JAパブ 154 プロモーションプランナー(海外スタジオタイトル) ★ 英語ビジネスレベル 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半
海外スタジオタイトルの

プロモーションプランナー

日本語ビジネス、英語ビジネス

エンターテインメント業界でのマーケティング、プロモーション業務経験者

中国語または他アジアの言語

ゲーム会社、広告代理店での業務経験

海外赴任経験



職種区分 求人№ ポジション 急募 外国籍 語学力 採用計画数 年収(下限) 年収(上限) 年齢(下限) 年齢(上限) 担当業務 採用 要件 採用 要件 【歓迎】

JAパブ 155 ローカライズ部 部長候補者（副部長） × 英語ビジネスレベル 2 8,000,000 10,000,000 20代後半 30代後半

ローカライズ部 組織運営（日本を含むアジア言語の翻訳組織運営）

　　①プロジェクト毎の進捗管理及び報告　②業務効率化　③メンバー管理（モチベーション管理含む）

　　④ローカライズの外注会社のコントロール　⑤開発ブリッジ　⑥業務スケジュール進捗管理　⑦工数及びコスト管理

　　⑧外注支払い処理業務

①日本語ネイティブレベル　②英語ビジネスレベル　③日英・英日翻訳能力　④15名以上のチームマネージメント

経験のある方

⑤進捗・コスト・業務管理スキル　⑥コミュニケーションスキル　⑦PPTによる資料作成スキル＆プレゼンスキル　⑧

ゲーム好き

以下経験がある方

・ゲームローカライズ組織運営経験2年以上

・プロジェクト管理業務経験3年以上

プロデューサー 122 【龍が如くスタジオ】プロジェクトマネージャー→アシスタントプロデューサー 英語ビジネスレベル 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 40代前半

『龍が如くスタジオ』 新作タイトルのプロジェクトマネージャーを募集します。

プロジェクト開発・運営に関わる、プロデューサーのサポート業務

  ・ 多言語対応したゲーム製品や映像制作の進行

  ・ 当社海外法人、協力会社との、スケジュールや予算等の調整

  ・ 全世界へ向けたローカライズ／カルチャライズ

  ・ コミュニティマネージメント及びPRディレクション

【ワールドワイドに展開した製品もしくはサービスのプロジェクトマネージャー】の経験がある方。

ゲーム業界、映像業界など、エンタテインメントジャンルで製品づくりを経験してきたプロデューサー、プロジェクトマネー

ジャー、PRディレクターを求めています。

日本語レベルN1以上、英語ネイティブ

日本でのゲーム会社2年以上の就業経験

『龍が如く』または『ジャッジアイズ』シリーズをプレイしたことがある方

外国籍(欧米人)の方

大型ゲームタイトルのプロデュース経験者

プロデューサー 59 【第2事業部】ビジネスプロデューサー 1 5,000,000 8,000,000 20代後半 40代前半

・旧作IP復刻展開に係る調査・研究業務

市場ニーズやマーケット動向の分析、ブランド確立・コミュニティ創設に向けた検討とその実現等

・旧作IP復刻展開に係る開発・プロジェクト推進業務

開発計画、コンテンツ企画立案、プロデューシング及びプロジェクトの全体統括、関連部門との連携、外注会社との契約、調整等

・各プラットホーマーとの折衝業務

旧作IPを中心としたタイトルプレゼン及び交渉、案件の情報集約や進行管理等

・セガ全IPの管理・運用業務

社外へのライセンスアウトの一次窓口、収益管理業務等

・ビジネスソフト（エクセル、ワード、パワーポイント）

・コミュニケーション、調整、スケジュール管理、交渉

・ゲーム会社勤務経験

・英語力（TOEIC800点以上）

・旧作ゲームに対する関心、知識

・ゲーム開発プロデューサー経験

・Photoshop/Illustrator

プロデューサー 84 【第4事業部】プロデューサー(ゲームコンテンツ全般) 1 8,000,000 10,000,000 20代後半 40代後半

スマートフォンゲームサービス事業において、その中心に立ち、事業を立ち上げ、推進する業務。

ｰ プロジェクトの目的設定、コンセプトメイク

ｰ アライアンス構築、チームビルド

ｰ プロダクト制作指揮

ｰ 事業計画の策定、コミットメント

ｰ プロモーション、マーケティング指揮

 経営へのプレゼンテーション

１）上記業務の推進にあたり、以下のアクションを執り、アウトプットを出せる方。

　　　また、ロジカルな思考と言語化によって、経営層への的確なプレゼンテーションができる方。

①絵を描く

　→　サービスのゴールデンサークルを描く

　→　事業の商流を描く

　→　メリットとリスクを可視化し、事業の意義を示す

②具体化する

　→　座組(ディール)の検討、構築

　→　ステイクホルダーとの交渉、調整

③裏をとる

　→　必要十分条件の定義、点検

　→　多角的なネガティブチェック

　→　ターゲット市場把握、顧客嗜好把握、競合分析

２）ゲームコンテンツサービスの立ち上げ、開発、運営いずれかの実務経験

・ビジネスレベル英語力

・マーケティングフレームワーク知識、実務経験

・ゲームコンテンツサービスの立ち上げからリリース、運営まで一連のご経験

プロデューサー 400 【第4事業部】海外ビジネスプロデュース担当 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代前半
海外マーケット（欧米・アジア圏・新興地域含む）に対して、主にモバイルゲームのリリース・運営・マーケティング戦略を担当していただきます。

現地企業との交渉、パートナーシップ網の構築、オフショア開発拠点の開拓など、戦略立案だけでなく幅広い業務での活躍を期待します。

業務経験：海外向けのゲーム事業（開発・運営・マーケティング）経験、もしくは海外駐在でのゲーム事業経験

語学力：英語でのビジネスコミュニケーション

業務経験：海外向けの新規プロジェクト立ち上げ経験、プロデューサー経験、M&A経験

語学力：日↔英通訳スキル

プロデューサー 204 【第2事業部】ビジネスアシスタント ★ 英語ネイティブ 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半 海外支社(アメリカ)/スタジオ間のブリッジング業務並びにプロデュースサポート業務

・ネイティブとビジネスコミュニケーションが可能な英語スキル

・社内のビジネス会話に問題のない日本語スキル

・各種報告書作成、レポートサマリ作成、プレゼン資料作成等の経験がある0

・TOEIC950点以上　英検1級

・ゲーム系企業での業務経験

（開発経験があるのが理想的ですが、開発の近くでの業務経験があれば充分です。

（マーケ、パブ、その他開発とコミュニケーションを取る業務の経験）

プランナー 80 【龍が如くスタジオ】シナリオライター ★ × 5 4,000,000 10,000,000 20代前半 40代前半

【業務内容】

ハイエンドプラットフォーム・大規模プロジェクトチームにおける、ゲーム開発シナリオ・テキスト作成業務をご担当いただきます。

面接通過後に、２カ月程度の業務委託を行い、シナリオディレクターの指示の元、

サンプルのゲームシナリオ作成を行っていただきます。その上で最終的な適性の確認を行い、合否を判断いたします。

※プランナー・ゲームシナリオライター職は、ゲームの根幹を決める職業のため、プロジェクトの最前線で活躍できます。

■ゲーム・映画・ドラマ・アニメ・漫画・小説等の脚本制作経験

■長期就労可能な方　２年以上

■ポートフォリオ（過去執筆物原稿）の提出　※データ形式は問いません。

■Offiice系ソフトウェアの使用経験【歓迎】大手ゲームメインシナリオ経験者

プランナー 142 【龍が如くスタジオ】ゲームプランナー 5 4,000,000 10,000,000 20代前半 40代前半

ハイエンドプラットフォーム・大規模プロジェクトチームにおける、ゲーム開発プランニング業務をご担当いただきます。

■企画原案作成　　■ゲーム仕様作成

■スクリプト実装　■シナリオ作成＆演出モーション収録監督

■音声収録監督　　■著名人キャスティング

■プロモーション計画等

※プランナー業務は多岐に渡りますが、本人の意向やスキルに応じて、

　最適な業務を担当して頂きます。プロジェクト内での成果によっては、

　将来のディレクター、プロデューサー候補に選出される可能性もあります。

※プランナー職は、ゲームの根幹を決める職業のため、プロジェクトの最前線で活躍できます。

■コンシューマーゲームのプランナー、仕様作成業務経験3年以上

■Offiice系ソフトウェアの使用経験

■長期就労可能な方　１年以上

■Adobe系ソフトウェアの使用経験

■プログラミングによるソフトウェア開発経験

■ゲームの企画からリリース、運営までの一連の経験

■大手ゲーム・ハイエンドタイトル開発経験のある方

■リーダー経験　ディレクター経験

■語学力　英語・中国語

プランナー 53 【第2事業部】プランナー 2 5,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半 プロジェクトのメインプランナー・パートリーダー相当業務

・CSタイトルの開発経験

・パートリーダー経験

・コミュニケーションスキル

・アクション・スポーツゲーム開発経験

・海外タイトル開発経験

・英語能力（ビジネスレベル）

プランナー 200 【第2事業部】ディレクター(レジェンダリータイトル) ★ 2 5,000,000 10,000,000 20代後半 40代前半 レジェンダリータイトルのディレクター候補

・CSタイトルの開発経験

・プロデュース経験

・コミュニケーションスキル

・外注会社を使った開発の経験

・アクションゲーム開発経験

・海外タイトル開発経験

・英語能力（ビジネスレベル）

・セガゲームのタイトルをよく遊んでいる方

プランナー 205 【第2事業部】スクリプター/監修 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半
ソニックのゲームタイトルやアプリコラボ、映像作品などのシナリオや会話文の作成や監修、世界観設定の監修と既存設定の資料整理、音声収録立ち合

い、生放送番組台本作成、キャラグッズ監修やサンプル管理、ソニックのPRやファン向けコンテンツ開発企画など。
日本語での作文能力、Office系アプリ使用経験、ソニックシリーズ（ゲーム）の基本的知識

ソニックシリーズ（ゲーム・映画・アニメ・コミック等）の深い知識、英語その他外国語、シナ

リオ・脚本制作経験、ゲーム企画経験

プランナー 7 【第3事業部】「PSO2」リードプランナー 1 4,000,000 10,000,000 20代後半 40代前半 『ファンタシースターオンライン２ ニュージェネシス』におけるプランナーリーダー業務（仕様作成、仕様監修、実装監修、スケジュール管理等）

・コミュニケーションスキル

・仕様作成スキル、監修スキル

（オンラインRPG、または家庭用ゲームのプランナーリーダー経験。メインコンテンツ（ゲームの主要な遊び。ガチャや

運営イベント、KPI分析・改善などは除く）で概要書・仕様書作成のプランナーとして３年以上参加し、プランナー

リーダー経験が１年以上ある方）

・日本語会話能力

・健康で責任感のある方

・ポジティブな発想が出来る方

・海外ゲーム、オンラインゲームなどを日頃から進んでプレイし、興味を持って分析・プレイし

ている方

・大規模ＰＪでの業務経験

・健康で責任感のある方

・ポジティブな発想が出来る方

プランナー 8 【第3事業部】【PSO2】プランナー(レベルデザイン) 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半
『ファンタシースターオンライン２ ニュージェネシス』におけるレベルデザインプランナー業務（地形の設計・作成・修正、配置する遊びの設計・作成・修正

等）

・コミュニケーションスキル

・仕様作成スキル

　フィールド設計、ステージ設計など地形の設計・作成、また地形に配置する遊びの設計・作成、実装管理を行う

プランナーとして、3年以上参加した経験。

・日本語会話能力

・海外ゲーム、オンラインゲームなどを日頃から進んでプレイし、興味を持って分析・プレイし

ている方

・大規模ＰＪでの業務経験

・健康で責任感のある方

・ポジティブな発想が出来る方

プランナー 106 【新規大型オンラインタイトル】プランナー 1 5,000,000 8,000,000 20代後半 40代後半

新規大型オンラインタイトルでのプランナー業務

　・マネタイズサイクルの考案及び報酬設計

　・ゲーム内でのユーザーコミュニティ形成に関する企画考案及び仕様作成

　・通信、ネットワーク関連の企画考案

　・アクションゲームにおけるプレイヤーアクションの考案

※弊社は、5か年の戦略としてSuper Game(大型オンラインゲーム)を今後創出していきます。その内の1つのタイトルとなり、コンシューマ マルチプラット

フォームのタイトルです。新規タイトルとして開発人員を募集します。

※配属は、第3事業部です。(ファンタシースターオンライン2などを手掛ける事業部)

・プランナーとしての開発経験が3年以上あり、上記の担当業務に記載されている業務をご経験されている方

・既定の概念にとらわれず、新たなマネタイズに関するスキームを考案し、それを論理的に説明・提案することができ

る方

・クリエイティブとビジネスの両視点を以て、アウトプットが出せる方

・エンターテインメント（洋画、音楽、ファッション、自動車など）における深い知見のある方

・SNS配信などをご自身でも経験されている方

・家庭用ゲームやオンラインゲーム分野における大規模プロジェクトでの業務経験がある方

・コミュケーション能力が高く、熱意をもって業務に取り組める方

プランナー 117 【第3事業部】「PSO2」】プランナー(アクション) 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半
『ファンタシースターオンライン２ ニュージェネシス』におけるアクションプランニング業務（プレイヤー挙動またはエネミー挙動に対する提案、概要・仕様の作

成および修正、実装、調整、監修提出、進行管理等）

・コミュニケーションスキル

・仕様作成スキル

　3Ｄアクションゲームのプレイヤーまたはエネミーの移動、攻撃などのアクション仕様の設計・作成、実装を行うプラン

ナーとして、3年以上参加した経験。

・アクションゲームのプレイスキル

・日本語会話能力

・海外ゲーム、オンラインゲームなどを日頃から進んでプレイし、興味を持って分析・プレイし

ている方

・大規模ＰＪでの業務経験

・健康で責任感のある方

・ポジティブな発想が出来る方

プランナー 302 【第3事業部】『セガNET麻雀 MJ』プランリーダー 1 5,000,000 10,000,000 20代前半 40代前半

・セガNET麻雀 MJ　運 営タイトルにおける、プランナーのリーダー業務

※セガNET麻雀 MJ

http://segamj.com/

・麻雀の知識がある方

・ディレクター経験（スマホゲーム）

・リードプランナー、またはそれに準ずるリーダー経験（スマホゲーム）

・仕様作成スキル、監修スキル

（概要書・仕様書作成のプランナーとして３年以上参加し、プランナーリーダー経験が１年以上ある方）

・コミュニケーションスキル

・麻雀ゲーム開発関係者

プランナー 307 【第3事業部】『SEKAI』映像制作進行管理 ★ 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代後半

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクのタイトルにおける以下業務について担当していただきます。

・映像制作進行管理業務

・契約、発注、検収、清算業務

・3DMV等のプロット作成

・モーション収録補佐

・他社との折衝

・映像作品（映画・アニメ・MVなど）知見、制作経験のある方

・スケジュールの調整、管理経験

・外注管理経験

・Officeの基本的な操作スキル

・Unityにおけるゲーム開発経験

プランナー 112 【第4事業部】リードプランナー(ハイレイヤークラス) 1 8,000,000 12,000,000 20代前半 30代前半

・スマホタイトルのリードプランナー

・PJ方針に基づいた企画仕様提案と作成。

・プランナーパートにおける進行管理

・最低２タイトル以上のプランリーダー経験必須

・開発・運営両方の知見（運営だけではなく、両方に知見を有すること）

・企画提案において、エキスパートであること

・ゲーム業界歴7年以上

・人員マネジメント

・外注開発におけるディレクション・マネジメント

・数値分析、バトルシステム設計等、希少性の高いスキル

プランナー 128 【第4事業部】リードプランナー(メンバークラス) 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代前半

・新規開発および運営タイトルにおける、プランナーのリーダー業務

・パートリーダー～プランナー全体のリーダーの範囲を想定

・ゲームデザイン、実装管理、パラメータ設計等のリード

・リードプランナー（パートリーダー～プランナー全体のリーダー）経験

・リーダーの経験年数合計３年以上必須

・基本無料型タイトルの新規開発・運営の経験（両方あることが必須）

・数値分析・施策設計などの運営系スキル

・対人戦アクション（バトロワ）、MOBAなど、トレンドのゲームに対する高い知見

・オープンワールドタイトルの開発経験

プランナー 139 【新規コンシューマタイトル】プロジェクトマネージャー ★ 1 5,000,000 8,000,000 20代前半 30代前半
・新規開発中のグローバルビッグタイトルにおける、プロジェクトの進捗管理、契約管理、外注管理等、各種管理・アシスタント業務

・担当タイトルにとどまらず、部門内のプロジェクト管理業務をリードいただけるようなスペシャリストの方を募集します

・新規開発フェーズにおける、プロジェクトマネージャーの実務経験

・チーム規模３０名以上のタイトルでのプロジェクトマネージャーの実務経験

・プロジェクト管理についての専門知識・技能

・予算管理など、事業面の管理スキル



職種区分 求人№ ポジション 急募 外国籍 語学力 採用計画数 年収(下限) 年収(上限) 年齢(下限) 年齢(上限) 担当業務 採用 要件 採用 要件 【歓迎】

プランナー 145 【新規コンシューマタイトル】オンラインプランナー 3 5,000,000 8,000,000 20代前半 30代前半

家庭用・PC向けの新規大型オンラインタイトルにおける、コアメンバーとなるプランナーを急募します

・オンラインアクションゲームにおけるゲームデザイン・仕様作成

・ロビー機能など、オンラインタイトルにおけるアウトゲームの設計・仕様作成

・家庭用・PCゲームの開発実績

・上記担当業務の実務経験

・オンラインのアクションゲーム（バトロワ、シューター系含む）の高い知見・プレイ経験

・アクションゲームの開発経験

・ロビー機能など、オンラインタイトルにおけるアウトゲームの設計経験

・オープンワールドタイトルの開発経験

プランナー 401 【新規コンシューマタイトル】シナリオライター ★ 1 5,000,000 8,000,000 20代前半 30代前半

新規大型タイトルにおける、シナリオライターを募集します

本タイトルにおいて想定される業務は、

サブシナリオやフレーバーテキストの作成ですが、ゆくゆくは他のタイトルでメインシナリオも担当いただける方をお待ちしています

・ゲームシナリオライターの実務経験　３年以上

・家庭用・PCゲームのゲームシナリオ作成経験

・ゲームの「大規模なメインシナリオ」（３万文字以上）のストーリー構成・執筆経験

・オープンワールドゲームに関わった経験

・複数人のライターを指揮（シナリオ作成のスケジュール管理、担当割り振り、品質を確認

し自ら修正指示）した経験

・ゲーム作りにおいて世界観からメイン担当として作成した経験0

プランナー 402 【新規コンシューマタイトル】【第4事業部】プランナー 2 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代前半

家庭用・PC向けのアクションゲーム開発における、プランナーを募集します

・アクションゲームにおけるゲームデザイン・仕様作成

・ステージ設計等、レベルデザイン関連業務

・バランシング、パラメータ設定

・家庭用・PCゲームのプランナー業務経験　３年以上

・上記担当業務の実務経験

・アクションゲーム、オンライン対戦型ゲーム、オープンワールドゲーム、これらに該当するゲー

ムの開発経験、もしくはプレイヤーとしての高い知見0

プランナー 408 【新規コンシューマタイトル】開発ディレクター ★ 1 8,000,000 10,000,000 20代後半 30代後半 新規スマホPJにおける立ち上げを含むディレクション業務

・最低２タイトル以上のプランリーダー以上の経験必須

・開発・運営両方の知見（運営だけではなく、両方に知見を有すること）

・企画提案において、エキスパートであること

・ゲーム業界歴7年以上

・女性向けIPタイトルにおけるディレクションまたはプランニング経験

デザイナー 133 【龍が如くスタジオ】イベントデザイナー 2 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半

龍が如くスタジオで開発するタイトルのイベントシーン（カットシーン）の制作業務。

イベントシーン制作には、ライティング、モーションエディット、フェイシャルターゲット及びアニメーション作成、カメラワーク作成、スクリプト作成、ワークフロー構

築など、多岐にわたる業務があります。もちろん全てに携わって頂くことも可能ですが、経験したうえで、自身の得意なジャンルを見極め、スペシャリストの道

を目指すこともできます。

・アニメーション作成実務経験をお持ちの方

・ライティング、画作りに興味がある方

・映像制作経験

・３Dツール（MAYA、Softimage）の業務経験

・画作り、ライティング作業の知識、実務経験

・pythonなどのスクリプト作成経験

デザイナー 100 【龍が如くスタジオ】フェイシャルモーション・TA 2 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半

　世界市場に向けて展開している物語メインのタイトル開発に携わって頂きます。

ゲーム内に登場するキャラクター（人物）のフェイシャルモーションの制作、セットアップ、ターゲット作成、riggingなど。

その他にも、新しい表現手法の開発などテクニカルアート関連業務等も担当して頂きます。

　シナリオの空気感、セリフの説得力、お客様の心を動かす表情演技でゲームをより魅力的にしたり、新しい遊びや表現の模索、今までにない創り方を探

しながら開発を進めることがメインのお仕事となります。

　PS、XBOX等ハイエンドの家庭用ゲーム機向けタイトルの開発業務となります。

日本語だけでなく、英語、中国語などのドラマシーンも制作するので、外国語に興味のある方、海外市場のテイストなどが好きな方はより楽しみながら業

務を進められると思います。

　エンジニアと一緒にチームで物語を創り上げていくお仕事です。

・3D ツール (MAYA、Softimage)を使用した業務経験のある方

・モーション関連の開発経験のある方、又はドラマシーン関連の開発経験のある方
・PS3、PS4、Xbox360、Xbox Oneのいずれかの開発経験のある方

デザイナー 134 【龍が如くスタジオ】エフェクトデザイナー ★ 2 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半

コンシューマー向けハイエンドタイトル開発において、特殊効果（炎、雷、煙など）制作をご担当いただきます。

・ゲーム開発におけるエフェクト制作業務、クオリティ管理

・エフェクト用シェーダーなどの表現手法の研究・検証

・ゲーム／映像／アニメーション制作における特殊効果の知識、技術、実務経験をお持ちの方

・アンリアルエンジン、Unityまたは内製ツールでのゲームエフェクト制作経験がある方（3年

以上）

・Photoshop/AfterEffects/3DCGツール（Maya、Houdini、Substance）などに

熟練している方

・エフェクト制作全般の効率化、ワークフロー整備に興味がある方

・スクリプトやシェーダーの知識・制作経験がある方

デザイナー 135 【龍が如くスタジオ】キャラクターデザイナー 2 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半
ゲームで使用されるハイエンドキャラクターモデルの制作を中心とした業務です。イメージ画作成、モデリング、テクスチャー作成、キャラクターセットアップとキャ

ラクター制作に関する一連の業務を行っていただきます。

・3DCGキャラモデル作成経験のある方

・3D制作ツールMAYA及びZbrushの使用経験のある方

・リアル系のキャラクターモデル制作経験のある方

・ハイエンドのコンシューマーゲーム開発経験のある方

・アンリアルエンジンでの開発経験のある方

・Substanceツール使用経験のある方

・チームリーダーの経験のある方

デザイナー 136 【龍が如くスタジオ】モーションデザイナー 2 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半

コンシューマー向けハイエンドタイトル開発におけるモーションデザイン業務をご担当いただきます。

・ゲーム内で使用するキャラクターのアクションやアニメーションの制作・実装

・バトル中の必殺技やアクション演出等のカットシーン制作

・3Dツール（MAYA等）におけるモーション作成に精通している方

・モーションキャプチャ、手付アニメーションなど3Dキャラクターアニメーションの実務経験をお持ちの方

・ハイエンドタイトルにおけるキャラクターモーションの遷移作成や実装経験

・MAYAにおけるリギング、Pythonスクリプトによる環境構築などテクニカルな業務経験

・モーションキャプチャー収録の進行管理やディレクション業務経験

・クオリティ管理やリーダー経験

デザイナー 149 【龍が如くスタジオ】TA 2 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半 キャラクターもしくはモーションに特化したテクニカルアーティスト業務全般

・MAYAを使用したキャラクターもしくはモーション制作の業務経験が3年以上。

・キャラクターもしくはモーション制作に関するワークフロー構築経験のある方。

・Mayaでのツール開発経験のある方。（Maya Python API 2.0、Python、Qt、Ｃ++等）

・業務上のコミュニケーションを円滑に行える水準の日本語能力。

・コミュニケーション能力に長けており、自発的に問題を発見し解決していく姿勢のある方。

・ハイエンドキャラクターのリギング経験のある方。（モーション）

・積極的に新しい技術を取り入ていく知識欲のある方。

・深層学習・機械学習に関する知識や開発経験。

・Houdiniを利用したプロシージャルモデリングやブレンドシェイプによるアニメーション制作に

関する知識や経験。

・DCCツール全般のスクリプト・プラグイン開発経験。

・ZBrush、Substance（Painter/Designer）を使用したハイメッシュやプロシージャル

テクスチャーの制作経験やスクリプト開発経験。

・Unreal EngineのシェーダーおよびMayaのシェーダー（HLSLもしくはdx11 shader）

開発が可能な方。(キャラクター)

デザイナー 49 【第2事業部】３Dキャラクターデザイナー 1 5,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半

・3Dキャラクター制作業務

（人型、乗り物など）

・リーダー業務（進捗、クオリティ、外注管理など）

・Maya,Substanceツールの実務経験者

・PS4、Xboxoneなどハイエンドタイトルの開発経験者

・リアル、デフォルメ問わず、キャラクターを０からデザインできる人

・パートリーダー経験者

・コミュニケーション力の高い人

・最新技術やトレンドに興味があり、常に新しいことにチャレンジできる人

・人材育成に積極的で丁寧にサポートができる人

・アニメ系キャラクター制作における高いスキルを保持している人

・ZBrush,Marvelous Designerツールの実務経験あるいは知識のある人

・UE4の実務経験あるいは知識のある人

・外注管理経験者

デザイナー 54 【第2事業部】背景モデラー※コンシューマ 1 5,000,000 8,000,000 30代前半 40代前半

背景リーダー（外注管理など）

※基本的には背景デザイナーだが、背景以外にもグラフィック全般に対して指示が出せる能力を有する。

　３Dモデリング、アニメーション、エフェクト、カットシーンのカメラやUIなどに精通した、アートディレクターを見据えた人材。

　（自身でコンセプトアートを用意したり、イメージでの具体的な指示などが可能だと尚良い）

　また、外注会社との対外的なコミュニケーション能力や進捗管理能力なども必要になる。

・ハイエンド（PS4世代の３D）タイトル開発経験（オープンワールド系のような大量のデータを扱うタイトルだと尚

良い）

・パートリーダー経験（背景リーダー、アートディレクター経験があると尚良い）

・コミュニケーションスキル（外注管理経験があると尚良い）

・Mayaでの３D背景制作経験（SubstanceはDesignerの経験があると尚良い）

・Houdini,ZBrushの経験アリ（Substance Painterの経験も歓迎）

・リアル、デフォルメどちらでも対応可能。

・開発効率を上げるためのツール類やスクリプトの知識がある。

・Switchなどのデータ制限のある３Dタイトル開発経験。

デザイナー 201 【第2事業部】3D背景デザイナー 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半
・3D背景制作業務

・リーダー業務（進捗、クオリティ、外注管理など）

・Maya,Substanceツールの実務経験

・ハイエンドタイトル(PS4,5やXboxOne,Series)の開発経験

・企画内容を理解し、それに基づいた世界観設定を考えてコンセプトイメージが描ける

・コミュニケーション力の高い人

・パートリーダー経験

・Houdini,ZBrushの実務経験

・UE4の実務経験

・フォトリアル調、ファンタジー調、といった両極な表現を両立して制作できる

・外注管理経験

・人材育成経験

デザイナー 202 【第2事業部】モーションデザイナー 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半

・インゲームモーション

・演出制作やカットシーン制作

・リーダー業務（進捗、クオリティ管理）

・Mayaの実務経験

・ハイエンドタイトル(PS4,5やXboxOne,Series)の開発経験

・コミュニケーション力の高い人

・MotionBuilderの経験アリ

・リギング経験アリ

・Pythonなどスクリプト作成経験

デザイナー 203 【第2事業部】エフェクトデザイナー ★ × 1 4,000,000 8,000,000 30代前半 40代前半

・リアルタイム３Dエフェクト制作

 ※インゲーム、カットシーン問わず

・リーダー業務（進捗管理、クオリティ管理、他セクションとの相談、外注管理など）

・３Dエフェクトツールでの実務経験

・ハイエンドタイトル（PS4,5やXboxOne,Series）の開発経験

・Mayaの実務経験（エフェクト制作に必要な）

・高いコミュニケーションスキル

・リアル、デフォルメどちらでも対応可能

・Unreal、Unityでの開発経験

・Houdiniなどでの素材制作スキル

・人材育成経験

・外注管理経験

デザイナー 206 【第2事業部】２Dキャラデザイナー/イラストレーター 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代前半
ソニックのキャラクターイラスト作成、デザインスタイル提案、タイトル宣伝PR用アセット作成、ゲームタイトルやアプリコラボおよびライセンスアウト商品における

デザイン監修等

イラスト作成能力（ツールスキル含む）、基本デザイン知識、ソニックシリーズ（ゲーム）の基本的知識、ソニック系

キャラデザイン経験

ソニックシリーズ（ゲーム・映画・アニメ・コミック等）の深い知識、英語その他外国語、ソ

ニックシリーズキャラデザイン経験、３Dモデル＆モーション作成経験

デザイナー 118 【第3事業部】「PSO2」背景モデラー 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 40代前半 『ファンタシースターオンライン２ ニュージェネシス』における背景制作業務
・Maya実務経験5年以上、SubstancePainter、SubstanceDesigner実務経験3年以上

・コンシューマー、またはネットワークゲームでのハイエンドタイトル実務経験3年以上

・オープンワールドでのマップ作成業務経験。

・Houdini,ZBrushの経験

・リーダー又は管理業務経験。

・日本語会話能力。

デザイナー 102 【新規大型オンラインタイトル】キャラモデラー 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代後半

3Dキャラクタモデリング業務

※弊社は、5か年の戦略としてSuper Game(大型オンラインゲーム)を今後創出していきます。その内の1つのタイトルとなり、コンシューマ マルチプラット

フォームのタイトルです。新規タイトルとして開発人員を募集します。

※配属は、第3事業部です。(ファンタシースターオンライン2などを手掛ける事業部)

・Unreal Engineにおけるゲーム開発経験

・Photoshop使用経験

・MAYA使用経験3年以上

・ハイエンドキャラモデル制作経験

・Unreal Engineにおけるゲーム開発経験

・ZBrushの使用経験

・Substance Painter や Marvelous Designer の使用経験

・どの人種のモデル対応も出来る人

・様々なファッションに精通している人」

デザイナー 103 【新規大型オンラインタイトル】背景モデラー 1 5,000,000 8,000,000 20代前半 40代後半

3Dステージ（背景）モデリング業務

※弊社は、5か年の戦略としてSuper Game(大型オンラインゲーム)を今後創出していきます。その内の1つのタイトルとなり、コンシューマ マルチプラット

フォームのタイトルです。新規タイトルとして開発人員を募集します。

※配属は、第3事業部です。(ファンタシースターオンライン2などを手掛ける事業部)

・Unreal Engineにおけるゲーム開発経験

・Photoshop使用経験

・MAYA使用経験3年以上

・ハイエンド背景モデル制作経験

・Unreal Engineにおけるゲーム開発経験

・ZBrushの使用経験

・Houdini の使用経験

・Substance Designer、Substance Painter を使用したアセット制作経験

・スキルセットとして、ストラクチャでエリア世界観を醸し出せる方、エリア特徴を出すためのテ

クスチャメイクができる方

・スキルセットとして、アイキャッチの高い目的地をメイクできる方

デザイナー 104 【新規大型オンラインタイトル】カーモデラー 1 5,000,000 8,000,000 20代前半 40代後半

3Dカー（車）モデリング業務

※弊社は、5か年の戦略としてSuper Game(大型オンラインゲーム)を今後創出していきます。その内の1つのタイトルとなり、コンシューマ マルチプラット

フォームのタイトルです。新規タイトルとして開発人員を募集します。

※配属は、第3事業部です。(ファンタシースターオンライン2などを手掛ける事業部)

・Unreal Engineにおけるゲーム開発経験

・Photoshop使用経験

・MAYA使用経験3年以上

・車、車の構造に精通している方

・Unreal Engineにおけるゲーム開発経験

・Houdini の使用経験

・車のオリジナルデザインが得意な方

・発注指示を出せるベースを組める方

デザイナー 108 【新規大型オンラインタイトル】テクニカルアーティスト(デザイナー) 1 5,000,000 8,000,000 20代前半 40代後半

アセット作成、表現向上にあたる作業、環境構築業務

　・キャラクター、背景、モーション、エフェクトなどのアセット作成及び効率化

　・より高度な表現を実現するための実装及び、効率化

　・UnrealEngine4おけるワークフロー構築業務

※弊社は、5か年の戦略としてSuper Game(大型オンラインゲーム)を今後創出していきます。その内の1つのタイトルとなり、コンシューマ マルチプラット

フォームのタイトルです。新規タイトルとして開発人員を募集します。

※配属は、第3事業部です。(ファンタシースターオンライン2などを手掛ける事業部)

・Maya,Houdini,Substance,Adobe製品などDCCツールでのアセット、モーション、エフェクト作成経験（3年

以上）

・DCC ツールスクリプト、プラグイン作成経験者（2年以上）

・UnrealEngine4を使用したゲーム開発経験

・チームによるゲーム開発経験

・プロダクト開始からリリースまでの経験

・ライティング、レンダリングの知見及び、シェーダ言語によるプログラミング経験

・DCCツールやゲームエンジン等でのキャラクターセットアップ、Rig構築経験

・C#やPythonを使ったツール作成経験

・プロジェクトにおいてチーフなどのリーダー経験

・主体的に動くことができ、業務改善の提案などが出来る

デザイナー 300 【新規大型オンラインタイトル】背景モデラー （Houdiniプロシージャルモデリング）★ 1 5,000,000 8,000,000 20代後半 40代後半

新規PJにおける背景モデラー業務

・Houdiniを使用したゲーム背景制作、またはアセット制作サポート業務

・3Dステージ（背景）モデリング業務

・ゲーム背景の制作経験（3年以上）

・Houdiniを使用したゲームタイトルの開発経験

・プロシージャルモデリングでのゲームデータ制作経験、HDAの知識。これらを用いて作業を行う上でのVEXの知識

・ゲームエンジン、ツールの技術への興味のある方

・PBRワークフローの基本的な理解とハイエンドアセット制作

・MAYA等のDCCツールの使用経験。Zbrush、SustancePainterを使用したベイクのワークフローの理解

・Unreal Engineにおけるゲーム開発経験

・リーダー経験

・PythonなどHoudiniに関連する言語や技術の知識のある方

・SubstanceDesignerの基本的な理解

・外部発注業務の経験

・後輩指導・人材育成の経験

デザイナー 301 【新規大型オンラインタイトル】コンセプトアーティスト 1 5,000,000 10,000,000 20代後半 40代後半
新規PJにおけるコンセプトアート制作業務

・ハイエンドにおけるイメージボード/コンセプトアート制作

・コンセプトアート制作経験者

・Adobe PhotoshShop、Illustrator等のツールを使ってのコンセプトアート制作経験者

・現行機のハイエンドタイトルでのアートディレクション経験

・Unreal Engineにおけるゲーム開発経験

・車文化、アメリカ文化に精通している方



職種区分 求人№ ポジション 急募 外国籍 語学力 採用計画数 年収(下限) 年収(上限) 年齢(下限) 年齢(上限) 担当業務 採用 要件 採用 要件 【歓迎】

デザイナー 303 【第3事業部】『SEKAI』3Dデザイナー × 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代前半

プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクのタイトルにおける以下業務について担当していただきます。

https://pjsekai.sega.jp/

・3D衣装の外注分制作進行管理

発注先から提出された3D衣装アイテムデーチェック

・3D衣装クオリティ調整

形状やスキニングの修正、色味の調整など

・Maya使用経験

・コミュニケーションスキル

・スケジュールの調整、管理

・外注管理経験

・3Ⅾキャラクターのモデリング経験のある方

・外注管理経験

・健康で責任感のある方

・Unityにおけるゲーム開発経験

デザイナー 30 【第4事業部】モーションデザイナー 1 5,000,000 8,000,000 30代前半 40代後半 ・ソーシャルゲームもしくはハイエンドタイトルのモーションデータ制作 ・モーションクオリティ管理 ・メンバー管理 ・外部委託データのスケジュール、クオリティ管理 ・人材育成

・ゲーム開発でのモーションパートリーダー経験。

・MAYAでの手付モーション経験が豊富。

・リグ制作の経験。

・Unityでの制作経験。

・３Dモーションパートリーダーとしてクオリティとスケジュール管理の経験。

・Python（プログラム言語）を用いてMAYAの環境整備ができる

・モーション制作初心者や中級者の育成経験がある

デザイナー 41 【第4事業部】キャラクターモデラー（リーダー） 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半 ・3Dキャラリーダー業務 ・3Dモデル制作 ・進行管理、クオリティー管理
・リーダー経験

・3Dキャラモデル製作経験

・MAYA使用経験

・3Dキャラ以外のデザイン開発業務

　背景、エフェクト、モーションなど

・Unity使用経験

デザイナー 97 【第4事業部】TA 1 5,000,000 12,000,000 30代前半 40代後半 ・新規表現の開発支援（主にUnity及びUE上でのシェーダー開発、表現の提案） ・デザイン制作環境の効率化・フロー整備（主にMaya、UnityEditor及びUE上でのツール開発） ・部門内で進行中のPJにおいて、隠れた問題を見つけ出し自ら進んで対処

・ゲーム、CG映像制作において上記に類する業務経験５年以上

・Maya及び、その他3DCGツールに熟練

・Mayaでのスクリプト、プラグイン開発スキル

・Unity上のツール開発スキル

・シェーダー開発スキル（シェーダー言語によるもの）

・C#, Python, C++言語スキル

・UEでのツール開発経験（Python, C++, BP等）

・リギング及びリギングツール開発スキル

・ウェブツール開発スキル

・Houdiniスキル

デザイナー 98 【新規コンシューマタイトル】背景モデラー （Houdiniプロシージャルモデリング） 1 5,000,000 12,000,000 20代後半 40代前半 ・Houdiniを使用したゲーム背景制作、またはアセット制作サポート業務 ・UnrealEngineを使用したコンシューマ/PCゲームの開発

・ゲーム背景の制作経験（3年以上）

・Houdiniを使用したゲームタイトルの開発経験

・プロシージャルモデリングでのゲームデータ制作経験、HDAの知識。これらを用いて作業を行う上でのVEXの知識。

・ゲームエンジン、ツールの技術への興味のある方。

・PBRワークフローの基本的な理解とハイエンドアセット制作。

・MAYA等のDCCツールの使用経験。Zbrush、SustancePainterを使用したベイクのワークフローの理解。

・リーダー経験

・PythonなどHoudiniに関連する言語や技術の知識のある方

・SubstanceDesignerの基本的な理解

・外注管理の経験

・後輩指導・人材育成の経験

デザイナー 404 【新規コンシューマタイトル】アートディレクター 1 5,000,000 14,000,000 30代前半 40代後半 ・ゲーム開発に必要となるアートの提案とコンセプト設計 ・コンセプトのイメージ化 ・外部アセット成果物のクオリティ監修
・中～大型コンソール・PCゲームのアートディレクション経験。

・各デザインパートへのコンセプトの落とし込み。

・他職掌との積極的な業務連携が可能。

・３Dアセットの制作経験

・コンセプトアートの制作実績

・アートディレクター、コンセプトアートメンバーの育成経験

デザイナー 405 【新規コンシューマタイトル】デザイナー_TA 1 5,000,000 14,000,000 30代前半 40代後半 ・新規表現の開発支援（主にUnity及びUE上でのシェーダー開発、表現の提案） ・デザイン制作環境の効率化・フロー整備（主にMaya、UnityEditor及びUE上でのツール開発） ・部門内で進行中のPJにおいて、隠れた問題を見つけ出し自ら進んで対処

・ゲーム、CG映像制作において上記に類する業務経験５年以上

・Maya及び、その他3DCGツールに熟練

・Mayaでのスクリプト、プラグイン開発スキル

・Unity上のツール開発スキル

・シェーダー開発スキル（シェーダー言語によるもの）

・C#, Python, C++言語スキル

・UEでのツール開発経験（Python, C++, BP等）

・リギング及びリギングツール開発スキル

・ウェブツール開発スキル

・Houdiniスキル

デザイナー 406 【新規コンシューマタイトル】デザインリーダー ★ 1 5,000,000 10,000,000 30代後半 40代前半 ・新規PJにおけるゲームの基本設計およびセクションメンバーの進捗管理 ・セクションメンバーのプログラムコード品質管理 ・コンテンツの実装 ・プランセクションとの連携（仕様精査等）
・中～大型コンソール・PCゲームのデザインリーダー経験

・10年以上の3Dモデル制作（キャラ・背景）の制作経験

・他職掌との積極的な業務連携が可能。

・エフェクト、モーション、UIなど３Dモデル以外の制作スキル

・10名以上の組織マネジメント経験

デザイナー 409 【新規コンシューマタイトル】3D背景デザイナー ★ 1 5,000,000 10,000,000 20代後半 40代前半 ・ハイエンド向け背景のアセット制作 ・UnityやUnrealEngine等での各種作業 ・アセット制作進行管理 ・背景アセットデザイン・指示書作成 ・表現手法の研究・検証 ・人材育成

・ゲーム背景の制作経験（5年以上）

・コンソール・PCゲームでのCG映像背景の制作経験者

・Maya(またはその他のDCCツールに熟練しておりMayaが習得できる方)

・Substance Painterに熟練している

・外注管理の経験

・後輩指導・人材育成の経験

・Substance Designer

・Houdiniを使用したプロシージャルモデリング経験者

デザイナー 121 【新規大型オンラインタイトル】アートディレクター 1 4,000,000 10,000,000 20代後半 40代後半 新規PJにおける世界観構築を牽引するアートディレクター業務 ・コンセプトアート方針出し ・デザイン各パートのリソース監修 ・家庭用ゲーム開発のアートディレクションを経験されている方

・現行コンソール機のハイエンドタイトルでアートディレクションを経験されている方

・Unreal Engineにおけるゲーム開発経験をお持ちの方

・車文化、アメリカ文化に精通している方

プログラマ 148 【龍が如くスタジオ】ゲームアプリケーションプログラマー・ゲームエンジンプログラマー★ × 4 4,000,000 8,000,000 20代前半 30代後半 家庭用/PC向けゲームアプリケーションの開発および内製ゲームエンジンの開発（本人の希望と適正により判断）

C++によるアプリケーション開発経験（ゲームに限らず）

プランナーが書いた仕様書通りにプログラミングをするのが仕事ではなく、どうすればゲームが面白くなるかを技術的な

見地から考えながら作っていくため、自分なりの考え・アイディアを提案できるスキルも必要となります。

商用ゲームタイトル開発経験

3DグラフィックスAPI使用経験

プログラマ 120 【第2事業部】クライアントプログラマ 3 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代前半 内製エンジンまたはUnity/UnrealEngineを用いた家庭用ゲームタイトル開発のプログラミング業務を行っていただきます。 プロジェクトが求める仕様や表現の要件に応じて、職種に捕らわれずコミュニケーションをとって問題/課題の解決を行っていただきます。 ※リーダー経験者は、当初は高度技術者として就業開始し、社内開発フローを把握した後にリーダー就任していただきます。  【職務内容】 ・担当タイトルのゲーム進行を制御する各種システム設計、プレイヤー挙動、エネミー、UIなどのシステム設計、オブジェクト作成 ・物理挙動などを活用したゲーム演出表現の実装 ・企画の実現性の検証、仕様や技術課題の改善提案や実行 ・(リーダー)プログラムメンバーのスケジュール策定、進捗管理、技術/業務指導  【開発環境】 ・プラットフォーム：PS4/PS5/Switch/XboxOne/XboxSeries/Windows(Steam)など。 ・エンジン：内製エンジン、Unity、UnrealEngine ・プログラミング言語：C++、C#、Python 等

・C++言語でのコンシューマゲームプログラムの実務経験3年以上

・3Dゲーム開発に関する基礎知識と実務経験

・PS4,XboxOne以上、またはNintendo SWITCH、PCなどのハイエンドタイトルの開発経験

・幅広くコミュニケーションを取り、課題解決に向けて主体的に行動する力

・Unreal Engine 4の実務経験

・アクションゲーム開発経験

・ネットワークゲーム(P2Pによるオンライン対戦等)製作経験

・3D数学/物理学の基礎知識

・コンシューマーゲーム開発実務のプログラムリーダー経験

プログラマ 57 【第2事業部】グラフィックスプログラマ ★ 2 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代前半 プロジェクトのリードプログラマー/パートリーダーとして家庭用ゲームの設計、開発を行っていただきます。 【職務内容】 ・プレイヤーキャラクター挙動の実装 ・ゲーム進行を制御する各種システムの設計 ・企画の実現性の検証、企画への改善提案 ・プロジェクトの技術的課題の解決、改善提案を積極的に行う ・配下のプログラマーのスケジュール策定、進捗管理  【開発環境】 ・プラットフォーム：PS4/PS5/Switch/XboxOne/Scarlett/Windows(Steam)など。 ・エンジン：自社製エンジン、Unity ・プログラミング言語：C++、C#、Python 等

・CSタイトルの開発経験

・リーダー/パートリーダー経験

・C++開発経験5年以上

・3D数学/物理の基礎知識

・自ら考え主体的に行動できる方

・アクションゲーム開発経験

・P2Pによるオンライン対戦の開発経験

プログラマ 119 【第2事業部】TAエンジニア 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代前半 新技術の研究開発、ワークフロー整備、データパイプラインの構築、問題解決などの開発支援業務  職務内容 ・タイトルの要件に合わせた技術検証 ・タイトルの要件に合わせたデータパイプラインの設計/構築/効率化 ・Mayaのツール作成（プラグイン/スクリプト） ・HoudiniのツールやHDA作成 ・シェーダーのプロトタイプ作成 ・効率的なアセット制作手法の研究開発（プロシージャルアセット等）
・MayaまたはHoudiniを使用した実務経験3年以上

・Pythonでのツール/プラグイン開発の実務経験3年以上

・UnrealEngineでのツール開発経験

・Substance 3D Designerでのプロシージャルなマテリアル制作経験

・USDを用いたデータパイプラインの構築経験

・AI/機械学習の知識

・複数のプログラム言語知識

プログラマ 13 【第3事業部】「PSO2」クライアントプログラマ 2 4,000,000 10,000,000 20代後半 30代後半

『ファンタシースターオンライン２ ニュージェネシス』のクライアント部分開発となります。

下記のいずれかの業務内容になります。

　ゲーム開発に必要なツール、ライブラリの設計、開発

  プログラムのリーダー業務(人員の管理)、オンラインゲームのクライアント部分の開発業務

C++を使用した、商用の3Dゲーム（家庭用・ＰＣ・アーケード）のプログラム開発経験

3Dアクションゲームの開発経験、コンソールゲーム機での開発経験、C#によるプログラム

開発経験

日本語会話能力

プログラマ 14 【第3事業部】「PSO2」サーバープログラマ 2 4,000,000 10,000,000 20代後半 40代後半 ネットワークゲーム開発におけるサーバーアプリケーションの開発業務
商用のオンラインゲーム（家庭用・ＰＣ・スマートフォン・アーケード）のサーバープログラム開発経験、RDBMS を

利用したプログラム開発経験

C++、C#によるプログラム開発経験

日本語会話能力

プログラマ 109 【新規大型オンラインタイトル】テクニカルアーティスト(エンジニア) 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 40代後半 ツール作成、環境構築業務 　・ツールの設計と実装 　・UnrealEngine4におけるツール作成、カスタマイズ、ワークフロー構築業務   ※弊社は、5か年の戦略としてSuper Game(大型オンラインゲーム)を今後創出していきます。その内の1つのタイトルとなり、コンシューマ マルチプラットフォームのタイトルです。新規タイトルとして開発人員を募集します。 ※配属は、第3事業部です。(ファンタシースターオンライン2などを手掛ける事業部)

・C++を使ったプログラムの開発経験（2年以上）

・C#やPythonを使ったツール作成経験（2年以上）

・DCC ツールプラグイン作成経験者（2年以上）

・UnrealEngine4を使用したゲーム開発経験

・UnrealEngine4のカスタマイズ、ツール開発経験

・チームによるゲームやツールプログラム開発経験

・プロダクト開始からリリースまでの経験

・ライティング、レンダリングの知見及び、シェーダ言語によるプログラミング経験

・DCCツールやゲームエンジン等でのキャラクターセットアップ、Rig構築経験

・ランタイムベースでキャラクターなどの制御システムの実装経験

・プロジェクトにおいてチーフなどのリーダー経験

・主体的に動くことができ、業務改善の提案などが出来る

プログラマ 110 【新規大型オンラインタイトル】クライアントプログラマ 6 4,000,000 10,000,000 20代後半 40代後半 コンシューマータイトルにおけるUnrealEngineを用いたクライアントプログラム開発  ・ゲームの快適さ、面白さを追求したインゲーム開発 ・ユーザー体験を最大化するためのアウトゲーム開発 ・アニメーション、グラフィック、通信など、専門技術を活用したシステム開発 ・UnrealEngineの機能を活用してチームの生産性を最大化するためのツール開発 ・プランナー、デザイナー、サーバープログラマとの連携によるチーム開発  ※Super Game【新規大型オンラインタイトル】 5か年の戦略としてSuper Game(大型オンラインゲーム)を今後創出していきます。コンシューマ マルチプラットフォームのタイトルです。

・C++によるゲーム開発の実務経験3年以上

・幅広いコミュニケーション能力を発揮した課題解決力

・新しい技術への探究心と手を動かして実現する行動力

・・UnrealEngineによるゲーム開発の実務経験

・3Dアクションのインゲーム開発経験

・リアルタイム通信ゲームのクライアントサイド開発経験

・シェーダ言語等を使用したグラフィックス開発経験

・リーダー、マネジメント経験（メンバー5名以上）

・プロダクト開始からリリースまでの経験

・DCC ツールプラグイン作成経験者

・Python/Powershell等スクリプト言語によるツール開発経験

・CI/CD 環境の構築、運用経験

・ビジネス英語レベルをお持ちの方

上記いずれかの経験がある場合、歓迎します。

プログラマ 111 【新規大型オンラインタイトル】サーバーサイドの開発 ★ 2 4,000,000 10,000,000 20代後半 40代後半 サーバーサイド開発業務 　・サーバーサイドパートの設計、実装、運用保守  ※弊社は、5か年の戦略としてSuper Game(大型オンラインゲーム)を今後創出していきます。その内の1つのタイトルとなり、コンシューマ マルチプラットフォームのタイトルです。新規タイトルとして開発人員を募集します。 ※配属は、第3事業部です。(ファンタシースターオンライン2などを手掛ける事業部)

・Azure/AWS等クラウド環境でのインフラ構築、運用保守経験

・SQL/NoSQL等を用いたDB設計、構築、運用経験

・Java/Node.js 等でのサーバーアプリケーション開発、運用経験

・日本語でスムーズなコミュニケーションを取れる方

・C++を使ったプログラムの開発経験

・プロダクト開始からリリースまでの経験

・Docker等コンテナベース運用経験

・インフラ環境パフォーマンスチューニング/スケーリング経験

・HTML/CSS/JavaScriptによるWebサイト作成経験

・オンラインゲームの開発・運用経験

・UnrealEngine4を使用したゲーム開発経験

・CI/CD 環境の構築、運用経験

・プロジェクトにおいてチーフなどのリーダー経験者

・ビジネス英語レベルをお持ちの方

プログラマ 304 【第3事業部】データベースエンジニア × 1 5,000,000 10,000,000 20代後半 40代後半 クラウド環境における分析基盤の構築、および当該チームのマネジメント

・Python、Go、Java、C＋＋などでの業務経験

・DBでの設計経験

・SQLでの業務経験

・クラウドのサービスを利用して、分析基盤の構築経験

・データパイプラインの設計や経験

・分散処理技術の知見

・BIデータの可視化ツールの導入・運用経験

・機械学習を使用しての業務改善、サポート経験、プロダクト作成経験

・データサイエンティスト、アナリスト業務経験

プログラマ 37 【新規コンシューマタイトル】クライアントプログラマ(スマホ) × 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 40代前半 スマホタイトルにおけるUnityを用いたクライアントプログラム開発  ・ゲームの快適さ、面白さを追求したインゲーム開発 ・ユーザー体験を最大化するためのアウトゲーム開発 ・アニメーション、グラフィック、通信など、専門技術を活用したシステム開発 ・Unityの機能を活用してチームの生産性を最大化するためのツール開発 ・プランナー、デザイナー、サーバープログラマとの連携によるチーム開発

・Unity(C#)によるゲーム開発の実務経験2年以上

・幅広いコミュニケーション力を発揮した課題解決力

・新しい技術への探究心と手を動かして実現する行動力

・3Dアクションのインゲーム開発経験

・リアルタイム通信ゲームのクライアントサイド開発経験

・iOS/Androidのネイティブプラグイン開発経験

・シェーダ言語等を使用したグラフィックス開発経験

・リーダー、マネジメント経験(メンバー5名以上)

プログラマ 113 【第4事業部】サーバープログラマ(スマホ・コンシューマ新規タイトル) 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 40代前半 スマホ・コンシューマタイトルのゲームサーバーの開発・運用  ・ゲームサーバー開発におけるデータ設計、API設計と実装 ・大量のユーザーからのアクセスに対応できるデータベース設計 ・プランナー、クライアントプログラマとの連携によるチーム開発 ・ネットワークを用いた新しいユーザー体験の手法の考案・検証 ・サーバーリーダーとして技術的成長ができるメンバーの育成とチーム体制の構築

・Java、C#等を用いたサーバー開発・運用の実務経験1年以上

・幅広いコミュニケーション力を発揮した課題解決力

・新しい技術への探究心と手を動かして実現する行動力

・ゲームアプリのサーバーサイド開発・運用経験

・リアルタイム通信ゲームのサーバーサイド開発経験

・AWS等クラウドプラットフォーム上での設計・構築の経験

・リーダー、マネジメント経験(メンバー5名以上)



職種区分 求人№ ポジション 急募 外国籍 語学力 採用計画数 年収(下限) 年収(上限) 年齢(下限) 年齢(上限) 担当業務 採用 要件 採用 要件 【歓迎】

プログラマ 407 【第4事業部】リードプログラマー※新規スマホタイトル × 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半 ・新規PJにおけるゲームの基本設計およびセクションメンバーの進捗管理 ・セクションメンバーのプログラムコード品質管理 ・コンテンツの実装 ・プランセクションとの連携（仕様精査等）
・最低５人規模以上のグループでのリーダー経験

・Unity 開発およびリリース経験（Apple/Google)

・CS プラットフォーム開発経験

・CPU/GPU/メモリ/I/O 等の HW 知見

・通信込のキャラクター制御（プレイヤー、BOT）実装経験

・TA 相当のグラフィック実装経験

・ゲームサーバー／DB／インフラの知見

運営 141 【第4事業部】運営ディレクター 1 8,000,000 12,000,000 20代後半 40代前半 運営のスペシャリストとして、GaaSプロジェクトの運営を任せられる方を募集します 運営方針や計画を定め、チームを指揮して、事業性を担保できるハイクラスの方をお待ちしています  ・プロジェクトの運営戦略、方針策定 ・プロジェクトのKPI設計、進捗管理 ・運営スケジュールの作成、管理 ・運営チームの管理 ・運営メンバーの育成支援 など

・ゲーム運営経験5年以上

・運営ディレクター経験（またはそれに準ずるリーダー経験）

・プロジェクトの成功/改善経験

・KPI設計/データ分析スキル

・運営/販売計画の予実管理スキル

・ゲーム事業コンサルタント経験

・データアナリスト/サイエンティスト経験

・マーケティングスキル

・PL管理スキル

運営 305 【第3事業部】コミュニケーションサポート(通訳・翻訳) ★ 英語ネイティブ 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 40代後半 海外開発会社とのメールや資料の翻訳、会議通訳を担当していただきます。

・英語、日本語いずれかがネイティブレベル、片方がビジネスレベル以上

・通訳(逐次)の経験があり、即戦力として自信がある方

・ゲーム業界、IT関連での開発もしくは営業経験のある方

・海外ゲームのリテラシーが高い方

・複数人でのCATツールの利用経験

・日本語、英語以外の語学力

・各国との時差を理解し、責任感をもって対応できる方

・献身的に間に立ってサポートができる方

運営 308 【第3事業部】WEBテクニカルディレクター 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 40代後半 Webサイトの動的コンテンツについて ・画面設計、基本設計 ・外部開発会社契約・発注 ・進行管理、各種ディレクション ・脆弱性診断・検証

・Webサービスの運営開発経験

・LAMP環境の知見

・iPhone、Androidなど、モバイル向けWebサービスの開発経験

・PHP全般のコーディングスキル

・MySQLなど、データベースを利用したWebサービスの開発経験

・脆弱性についての知識、対策の経験

・HTML5

・CSS3

・JavaScript

・Laravel

・Smarty

・サーバー・インフラ知識

運営 306 【第3事業部】運営タイトル市場調査分析 英語ビジネス 1 4,000,000 8,000,000 20代後半 40代後半 運営中のタイトルの新規コンテンツに関する評価とグローバル市場分析および他社ゲームコンテンツの分析業務

・英語力：ビジネスレベル

・運営型タイトルの企画と運営施策の評価スキルと市場性調査スキル

・外部調査会社の選定と契約、外注する内容の企画スキル

・リサーチレポートの作成と発表スキル

・北米欧州地域での在住経験

・日本語、英語以外の外国語能力

その他開発 87 『ソニック』新作タイトル　開発者※外国籍限定/面接確約 ★ 6 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代前半 『ソニック』新作タイトルのゲーム開発者陣を積極募集します! （対応プラットフォームは、プレイステーション5、プレイステーション4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch、PCとなる模様）。

外国籍(欧米人)を歓迎します! 日本で就業中で、ゲーム会社2年以上勤務ハイエンドゲーム制作の経験実績が

ある方。以下職種に限定。

【プランナー】

【デザイナー】

【プログラマー】

日本語レベルN2以上

日本でのゲーム会社2年以上の就業経験

※面接確約として、必ずカジュアル面談を実施

特になし

その他開発 90 画像処理エンジニア(プリント倶楽部) ★ 1 5,000,000 8,000,000 20代後半 30代後半 ・製品への組み込みに必要な要件の調査、分析、定義設定。 ・要件に合わせた画像処理機能の新規作成、追加、修正、ドキュメント作成。 ・要件に合わせた新規画像処理プロセスの設計、作成、ドキュメント作成。  ・画像認識精度向上のための機械学習設計、数値設定、組み込み、修正、ドキュメント作成。 ・画像認識機能の製品への組み込み。 ・画像認識処理速度向上のためのOSSを含む調査、設計、組み込み、修正、ドキュメント作成。  ・新規画像認識のための設計、組み込み、修正、データ入力ツール作成、ツールサポート、ドキュメント作成。  ・画像処理結果確認ツール作成、サポート、自動化環境構築、実行、サポート、ドキュメント作成。  ・画像取り込みデバイスの比較選定、評価、機材検証、SDK検証、組み込み、ドキュメント作成。 ・画像取り込みデバイスの製品組み込み時用検証ツール作成、保守、ドキュメント作成。  ・画像処理結果確認用ツール作成、デイリー処理作成、ファイル管理連動自動化ツール作成。

・C++ 3年以上の実務経験

・OpenCV 1年以上の実務経験

・画像処理(加工、修正、変形、変換等)　1年以上の実務経験

・C# ツール作成実務経験

〈歓迎スキル・経験>

・機械学習(python等)

・デバイス制御

・自動化ツール作成

その他開発 91 画像処理エンジニア(プリント倶楽部)※若手歓迎 ★ 1 3,500,000 8,000,000 20代前半 30代前半 ・製品への組み込みに必要な要件の調査、分析、定義設定。 ・要件に合わせた画像処理機能の新規作成、追加、修正、ドキュメント作成。 ・要件に合わせた新規画像処理プロセスの設計、作成、ドキュメント作成。  ・画像認識精度向上のための機械学習設計、数値設定、組み込み、修正、ドキュメント作成。 ・画像認識機能の製品への組み込み。 ・画像認識処理速度向上のためのOSSを含む調査、設計、組み込み、修正、ドキュメント作成。  ・新規画像認識のための設計、組み込み、修正、データ入力ツール作成、ツールサポート、ドキュメント作成。  ・画像処理結果確認ツール作成、サポート、自動化環境構築、実行、サポート、ドキュメント作成。  ・画像取り込みデバイスの比較選定、評価、機材検証、SDK検証、組み込み、ドキュメント作成。 ・画像取り込みデバイスの製品組み込み時用検証ツール作成、保守、ドキュメント作成。  ・画像処理結果確認用ツール作成、デイリー処理作成、ファイル管理連動自動化ツール作成。

・C++ 3年以上の実務経験

・C# ツール作成実務経験

・大学レベルの数学の知識

〈歓迎スキル・経験>

・OpenCV 1年以上の実務経験

・画像処理(加工、修正、変形、変換等)　1年以上の実務経験

・機械学習(python等)

・デバイス制御

・自動化ツール作成

その他開発 74 【技術本部】サーバーエンジニア(インフラエンジニア) 2 4,000,000 10,000,000 20代前半 40代後半 ・オンラインゲームタイトル向けシステムの設計と運用 →インフラストラクチャ人員と、ソフトウェア設計実装人員の同時募集 ・同時接続10万人規模のMO型タイトルインフラ設計と運用 ・スマートフォン向けゲームサービスのクラウド上設計と実装、運用 ・オンプレミスプライベートクラウドの設計と運用 ・高負荷DBの設計チューニング ・システムセキュリティ強化とインシデント対応 ・インフラ障害発生時のトラブルシュート ・中長期（3年～5年）先のITトレンドを見据えた調査、実験、実証

・インフラエンジニア実務経験３年以上

・AWS/GCP/Azureを用いたサービス構築、運用経験

・コンテナ技術を用いた開発フロー構築、サービス運用経験

・ネットワークに関わる知識

・データセンターでのオンプレミスインフラ運用経験

・リアルタイム通信を用いた大規模なゲームサーバー設計、運用経験

・クラウドネイティブなWebアプリケーションのアーキテクチャ設計経験

その他開発 73 モーションデザイナー(モーションキャプチャースタジオ勤務) 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代後半

■モーションデザイナー

・リターゲットおよびモーション修正

・リグ解析および作成

※一次面接合格後、モーションキャプチャースタジオ見学を実施いたします。

モーションキャプチャースタジオ紹介はこちら

https://techblog.sega.jp/entry/2019/11/28/100000

■モーションデザイナー

・ゲームもしくはCG映像制作におけるモーション業務経験1年以上

■モーションデザイナー

・MotionBuilderでの業務経験者

・リグの作成経験もしくは興味がある方歓迎いたします

その他開発 75 ディレクター（コンパニオンアプリ） × 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代後半

Webまたはアプリでの会員サービスの開発、運営

月額有料会員向けコンテンツの開発、運営

都度課金コンテンツの開発、運営

会員に向けた施策検討、実施

アプリ/WEB　仕様作成

※1～2タイトルの担当を想定しています。

※現在運営中の会員サービスサイトは以下の通りです。

★MJ.NET

https://www.segamj.net/mjac_p/mjlogin/login.jsp

★SH4.NET

https://www.starhorse4.net/login

★プリクラON

https://o.puri.jp/

・アプリ製作経験

・Web制作経験

・ゲームに興味、関心がある

・ファン(会員)サービスに興味、関心がある

・office系(Excel、PowerPoint 等)が扱える

・キャラクターなどのIPに興味、関心がある

・Photoshopが使える

・Illustratorが使える

・Adobe XDが使える

・会員サービス実務経験

その他開発 123 モーションキャプチャーエンジニア 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代後半

■モーションキャプチャーエンジニア

・モーションキャプチャー収録

・収録データポスト処理

※一次面接合格後、モーションキャプチャースタジオ見学を実施いたします。

モーションキャプチャースタジオ紹介はこちら

https://techblog.sega.jp/entry/2019/11/28/100000

■モーションキャプチャーエンジニア

・モーションキャプチャースタジオでの業務経験1年以上

■モーションキャプチャーエンジニア

・VICONシステム経験者（特にShogunでのオペレーション経験者）

その他開発 132 【第4事業部】ビジネスアナリスト 1 5,000,000 10,000,000 20代後半 40代前半 スマートフォン向けゲームアプリにて、データを基にしたゲーム運営の改善提案をリードしていただきます。 日々蓄積される膨大なデータを用いて集計や統計分析を行いサービス改善、課題を把握解決するなど事業に深く入り込み、事業を支援します。 また新規ゲームのKPI設計からダッシュボード構築、リリース後の分析、企画へのアウトプットなど、新規ゲームの立ち上げにも携わって頂けます。  ■主な業務内容 ・データに基づく意思決定支援、戦略立案 ・アクセスログの解析を中心とした、ユーザーの利用状況・動向の調査・分析、レポーティング ・サービス全体・各種施策における、各種効果測定および効率改善 ・BIツールを用いたデータレポーティングやKPIダッシュボード作成 ・分析を実現するためのデータ収集や段取り

・IP（キャラクター）、ネットワークサービス、ゲームに対して興味がある方

・ビジネス上の課題を解決するための問題解決能力、論理的思考力

・事業会社やコンサルティング会社などにおけるデータ分析業務の経験

・SQLを用いたデータ分析やデータ集計の経験

・同僚やパートナーとビジネスを円滑に推進するコミュニケーション能力

・データ分析に基づいた説明や提案を、わかりやすく伝えるための工夫をされてきた方

・ビジネスレポーティングの経験

・統計解析や機械学習に関する知識・経験

・Python、R等プログラミング言語やSPSS、SAS等の統計解析ソフトを用いたデータ分

析業務経験

・BIツール（QlikSense、tablau、powerBI等）を使ってダッシュボードを構築した経験

・ゲームコンテンツやエンタテイメントコンテンツの分析経験

その他開発 137 サーバーエンジニア(アーケードゲーム)※他業界歓迎 1 4,000,000 8,000,000 20代前半 40代後半

アミューズメント施設向けゲーム機器のネットワークサービス「ALL.Net, Aime」の開発・運用業務をご担当いただきます。

大規模ネットワークのサーバーを管理運用し、ゲームタイトルへの開発運用支援を行います。

認証/課金システムをご担当いただきますので、事前の詳細な設計やバグの少ない実装が求められます。

■詳細業務内容

 ゲーム機器からの接続による認証/課金システムの管理運用・改善

 ネットワークセキュリティ対策

 ゲーム開発者への開発支援

 既存システムの改修・運用

 PHP, Java プログラマとしての3年以上の業務経験

 データベース運用経験（PostgreSQL / MySQL 等）

 サーバー環境構築経験（Apache / Nginx / PHP / JAVA 等）

 ネットワークそのものへの興味（ゲームに関わるものでなくとも可）

 ネットワーク保守運用経験（ミドルウェア）

 クラウド環境利用経験

 ネットワークセキュリティ対策知識

 シェルスクリプトプログラム知識

 C, C++プログラム知識

その他開発 138 サーバーエンジニア(新規決済サービス立ち上げ)※他業界・第2新卒歓迎 1 3,500,000 8,000,000 20代前半 30代前半

ゲーム等全般に関わる新規決済サービスの設計・開発・運用、または既存決済サービスや共通サービスの開発・運用を対応して頂きます。

決済システムの作成ですので、ゲームの開発経験は問いません。しかしお金を扱う処理ため、事前の詳細な設計やバグの少ない実装が求められます。

■業務内容

 各種決済会社との通信コンポーネントの設計・開発

 ユーザー向け決済ページの設計・作成・運営

 各種決済処理の設計・開発・運営

 ゲーム側との連携計画の作成、および連携テストの実行

 クラウドサーバーの運営および、CI/CD環境の設計・運用

 既存システムの改修・運用

 サーバ、もしくは web プログラマ としての3年以上の業務経験（Java / PHP 等）

 DB に関わる開発経験および知識

 Linux コマンドなどの基本的な知識

 課題解決やチーム内でのコミュニケーションを主体的に行動できる方

 AWS での開発・運用経験

 CI/CD 設計・運用経験

 サーバ運用・保守経験

 Docker 等のコンテナベースの開発・運用経験

 経理関連の知識

その他開発 504 ネットワークエンジニア(アーケードゲーム) ※他業界・第2新卒歓迎 ALL.Net担当 1 3,500,000 8,000,000 20代前半 30代前半 アミューズメント施設向けゲーム機器のネットワークサービス「ALL.Net」の開発・運用業務をご担当いただきます。 アミューズメント施設やアーケードゲーム機に搭載するネットワーク機器（ルーター等）の、ネットワーク設計・開発・運用をご担当いただきます。また、開発プロジェクトに属するゲームプログラマーへのネットワーク技術サポートもご担当いただきます。 アーケードゲームを、幅広いネットワーク技術で支える「縁の下の力持ち」をお待ちしています。

・ネットワークインフラ部門・IT 部門における3年以上の実務経験

・VPN/VLAN などの基礎的なネットワーク設計能力

・TCP/IP などの各種ネットワークプロトコル知識

・コミュニケーションスキル

・開発プロジェクトのリーダー経験

・ネットワーク機器のコンフィグレーション知識・経験（ヤマハ / Cisco / Linuxベースルー

ター 等）

・シェルスクリプトプログラム知識

・IPsecによるVPN構築経験

・ゲーム開発経験（AM業界に対する理解）
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