






















■求人票

休憩時間 75分

残業時間 平均残業15.2時間／月(直近年度実績)

想定給与 400万 ～ 600万 残業手当

賞与 業績連動賞与 雇用形態 正社員

ワークポートグループ 発行 取扱注意
この情報は、ワークポートグループが取材などを通じて独自に入手・作成した情報ですので、
参考情報としてご利用ください。最終的に雇用契約等を結ぶ際には、必ず求人企業に内容をご確認ください。

【5-1】株式会社SHIFT／グローバルプロジェクトの品質保証エンジニア候補

英語活かせて働きませんか？福利厚生◎！平均月残業15.2時間！東証一部上場！

募集要項

仕事内容 応募条件：スキル

【職務概要】
実績、計画ともに同社の主力領域として拡大をつづけるエンタープライズ部門にて、業務
システム開発におけるエンジニアとしてご活躍していただきます。

【職務詳細】
・テスト実行
英語／日本語で書かれた設計書に基づきテスト実行を実施
英語でのテスト実行結果の作成
・英語でのコミュニケーション
主にメールにおける顧客や協力会社との、英語でのコミュニケーション
（リーディング・ライティング）

★☆★☆おすすめポイント☆★☆★
・自社内開発
・上流から下流まで携われます
キャリアは3コース※もちろん途中変更可能
キャリアアップの機会やポジションが豊富です
・平均残業時間15.2時間※2019年度正社員実績
・昇給率10.4％（2019年8月期実績）
・英語力を活かし、裁量をもって活躍できます

【必須】
・英語および日本語でのビジネスレベルコミュニケーション能力
［TOEIC800以上、N1（日本語能力試験1級）相当］

以下、いずれかに当てはまること
・2年以上の単体、結合テストの経験
・2年以上のSIerでのオープン系（ホスト系尚可）ソフトウェアの開発経験
・2年以上のWEB系ソフトウェアの開発経験

【尚可】
・リーダー経験
・SIerでのオープン系（ホスト系尚可）ソフトウェアの開発プロジェクトにおけるプロジェクトマ
ネージャー／プロジェクトリーダー経験

応募条件：ソフト面

・同社の事業内容、ビジョンに共感することができる方
・向上心と意欲、責任感を持って仕事に取り組むことができる方
・素直に物事を受け入れることができる方
・楽しく仕事をする姿勢をもっている方

配属部署

ビジネストランスフォーメーション事業本部 エンタープライズ産業・流通統
轄部 キャリア

プラン

【英語力を活かし、質の高いソフトウェアのリリースに貢献！】
実績、計画ともに自社の主力領域として拡大をつづけるエンタープライズ
部門にて、業務システム開発におけるプロジェクトマネージャー／エンジニ
アとしてご活躍いただけます

勤務地
東京都 港区

交通
 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅 3番出口より徒歩5分
都営大江戸線「赤羽橋」駅 中之橋口より徒歩7分

勤務時間
9時00分～18時15分

賞与 業績連動賞与 雇用形態 正社員

昇給 年2回 雇用期間 無期※試用期間:3ヶ月

社会保険

代表者  代表取締役社長　丹下　大 株式公開 東証一部上場　(2019年10月07日)

休日休暇
完全週休2日制（土・日）、祝日、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇　※産休・育休取得率100％【年間休日120日以上】

待遇
福利厚生

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、健康診断、スキルアップ応援制度、自他推薦抜擢制度「SHIFT_batteki」、株式付与ESOP信託制度、選択制確定拠
出年金制度、各種社内イベント、健康保険組合提携施設利用可能、自転車通勤制度、サークル活動

健康保険：有　 厚生年金：有　 労災保険：有　 雇用保険：有

企業概要

概要

■設立　2005年9月　 ■従業員数　連結従業員：2,280名
■資本金　5億7,800万円 ■平均年齢　35.0歳

主な株主

 丹下　大／日本トラスティサービス信託銀行／日本マスタートラスト信託
銀行他

本社所在地
 〒106-0041　東京都港区麻布台2-4-5　メソニック39MTビル

その他
事業所

東京テストセンター、札幌テストセンター、大阪テストセンター、福岡テストセンター、名古屋事業所

関連会社
子会社：株式会社SHIFT SECURITY／株式会社メソドロジック／バリストライドグループ株式会社／ALH株式会社／Airitech株式会社／株式会社クラフ／SHIFT
INDIA PRIVATE LIMITED／SHIFT GLOBAL PTE. LTD.／SHIFT ASIA CO. LTD.　関連会社：株式会社SHIFT PLUS

事業内容
ソフトウェアの品質保証、テスト事業

選考フロー
書類選考（⇒説明選考会）⇒面接⇒内定、書類選考⇒一次選考⇒二次選考⇒最終選考⇒内定

会社の特色／サービス詳細・特徴

会社の特色

同社ソフトウェア製品で溢れ、もはやそれら無くしては成り立たないこの世の中に、安心安全な製品を届けるため、開発プロジェクトの上流工程におけるコンサルティ
ング、「品質」を意識した開発業務、製品リリース直前のテスト業務まで、横断的に品質保証サービスを提供する独自のビジネスモデルを展開しています。金融、流
通、通信、製造業などのエンタープライズ系からエンターテインメントまで、幅広い製品／サービスに携わり、ユーザー企業との直接取り引きのもと、一次請けとしてプ
ロジェクトに参画しています。競合他社のいないブルーオーシャン市場で、年間約150%の売上成長率を継続し、従業員にも「やりがいのある仕事」と、成果に対する
「報酬」でしっかり応える好循環を生み出しています。AIやIoT、DXなどの注目分野や新しい技術領域へのサービス提供、テスト自動化、RPAなど新たな施策の企画・
実行にも取り組んでおります。そのため、キャリアを積んでいくなかで、手を挙げればさまざまな仕事にチャレンジすることが可能です。

サービス
詳細・特徴

「テスト＝下流工程」ではなく、品質という観点からあらゆるアプローチを駆使し、「コンサルテーション」という目線でサービスを提供しており、エンドユーザー企業に対
して提供するPMOサービスや上流工程から携ることができます。
同社にはどの業界でも高品質・低価格でテストができる仕組み、ツール、人材、ノウハウがあります。
案件の規模としては、数百万の案件～最大350億円規模の案件まで数多く保有しております。スキルによってアサイン先を決めるため着実にスキルアップできる環境
があります。

他にも資格取得を支援する制度があったり、テスト自動化の有識者の社員による社内セミナーも開催されております。
毎月約10名～20名の中途社員が入社しており、横の繋がりも非常に感じることができる社風があります。

選考情報

選考フロー

ワークポートグループ 発行 取扱注意
本求人票には、一般に公開されず、ご登録いただいた方のみ開示させていただく情報も含まれておりますので、第三者への提供は禁止とさせていただきます。
用済みの後はご自身にて確実に廃棄をお願いいたします。また、労働条件、記載内容につきましては、必ずご入社前に求人企業にご確認ください。



■求人票

休憩時間 75分

残業時間 平均残業15.2時間／月(直近年度実績)

想定給与 400万 ～ 800万 残業手当

賞与 業績連動賞与 雇用形態 正社員

勤務地
東京都 港区

交通
 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅 3番出口より徒歩5分
都営大江戸線「赤羽橋」駅 中之橋口より徒歩7分

勤務時間
9時00分～18時15分

【職務概要】
実績、計画ともに同社の主力領域として拡大をつづけるエンタープライズ部門にて、業務
システム開発におけるエンジニアとしてご活躍していただきます。

【職務詳細】
・テスト実行者の管理
・テスト設計
（英語または日本語で記載された基本設計書、詳細設計書の把握／仕様書に基づくテス
ト設計を作成／テスト設計書のレビュー）
・英語でのコミュニケーション
（顧客や協力会社との、英語でのコミュニケーション）

★☆★☆おすすめポイント☆★☆★
・自社内開発
・上流から下流まで携われます
キャリアは3コース※もちろん途中変更可能
キャリアアップの機会やポジションが豊富です
・平均残業時間15.2時間※2019年度正社員実績
・昇給率10.4％（2019年8月期実績）
・英語力を活かし、裁量をもって活躍できます

【必須】
・英語および日本語でのビジネスレベルコミュニケーション能力
［TOEIC800以上、N1（日本語能力試験1級）相当］

以下、いずれかに当てはまること
・2年以上の単体、結合テストの経験
・2年以上のSIerでのオープン系（ホスト系尚可）ソフトウェアの開発経験
・2年以上のWEB系ソフトウェアの開発経験

【尚可】
・リーダー経験
・SIerでのオープン系（ホスト系尚可）ソフトウェアの開発プロジェクトにおけるプロジェクトマ
ネージャー／プロジェクトリーダー経験

応募条件：ソフト面

・同社の事業内容、ビジョンに共感することができる方
・向上心と意欲、責任感を持って仕事に取り組むことができる方
・素直に物事を受け入れることができる方
・楽しく仕事をする姿勢をもっている方

配属部署

ビジネストランスフォーメーション事業本部 エンタープライズ産業・流通統
轄部 キャリア

プラン

【英語力を活かし、質の高いソフトウェアのリリースに貢献！】
実績、計画ともに自社の主力領域として拡大をつづけるエンタープライズ
部門にて、業務システム開発におけるプロジェクトマネージャー／エンジニ
アとしてご活躍いただけます

ワークポートグループ 発行 取扱注意
この情報は、ワークポートグループが取材などを通じて独自に入手・作成した情報ですので、
参考情報としてご利用ください。最終的に雇用契約等を結ぶ際には、必ず求人企業に内容をご確認ください。

【5-2】株式会社SHIFT／グローバルプロジェクトの品質保証エンジニア

英語力を活かして働きませんか？福利厚生◎！残業平均月15.2時間！自社内開発！

募集要項

仕事内容 応募条件：スキル

賞与 業績連動賞与 雇用形態 正社員

昇給 年2回 雇用期間 無期※試用期間:3ヶ月

社会保険

代表者  代表取締役社長　丹下　大 株式公開 東証一部上場　(2019年10月07日)

選考フロー
書類選考（⇒説明選考会）⇒面接⇒内定、書類選考⇒一次選考⇒二次選考⇒最終選考⇒内定

会社の特色／サービス詳細・特徴

会社の特色

同社ソフトウェア製品で溢れ、もはやそれら無くしては成り立たないこの世の中に、安心安全な製品を届けるため、開発プロジェクトの上流工程におけるコンサルティ
ング、「品質」を意識した開発業務、製品リリース直前のテスト業務まで、横断的に品質保証サービスを提供する独自のビジネスモデルを展開しています。金融、流
通、通信、製造業などのエンタープライズ系からエンターテインメントまで、幅広い製品／サービスに携わり、ユーザー企業との直接取り引きのもと、一次請けとしてプ
ロジェクトに参画しています。競合他社のいないブルーオーシャン市場で、年間約150%の売上成長率を継続し、従業員にも「やりがいのある仕事」と、成果に対する
「報酬」でしっかり応える好循環を生み出しています。AIやIoT、DXなどの注目分野や新しい技術領域へのサービス提供、テスト自動化、RPAなど新たな施策の企画・
実行にも取り組んでおります。そのため、キャリアを積んでいくなかで、手を挙げればさまざまな仕事にチャレンジすることが可能です。

サービス
詳細・特徴

「テスト＝下流工程」ではなく、品質という観点からあらゆるアプローチを駆使し、「コンサルテーション」という目線でサービスを提供しており、エンドユーザー企業に対
して提供するPMOサービスや上流工程から携ることができます。
同社にはどの業界でも高品質・低価格でテストができる仕組み、ツール、人材、ノウハウがあります。
案件の規模としては、数百万の案件～最大350億円規模の案件まで数多く保有しております。スキルによってアサイン先を決めるため着実にスキルアップできる環境
があります。

他にも資格取得を支援する制度があったり、テスト自動化の有識者の社員による社内セミナーも開催されております。
毎月約10名～20名の中途社員が入社しており、横の繋がりも非常に感じることができる社風があります。

選考情報

その他
事業所

東京テストセンター、札幌テストセンター、大阪テストセンター、福岡テストセンター、名古屋事業所

関連会社
子会社：株式会社SHIFT SECURITY／株式会社メソドロジック／バリストライドグループ株式会社／ALH株式会社／Airitech株式会社／株式会社クラフ／SHIFT
INDIA PRIVATE LIMITED／SHIFT GLOBAL PTE. LTD.／SHIFT ASIA CO. LTD.　関連会社：株式会社SHIFT PLUS

事業内容
ソフトウェアの品質保証、テスト事業

概要

■設立　2005年9月　 ■従業員数　連結従業員：2,280名
■資本金　5億7,800万円 ■平均年齢　35.0歳

主な株主

 丹下　大／日本トラスティサービス信託銀行／日本マスタートラスト信託
銀行他

本社所在地
 〒106-0041　東京都港区麻布台2-4-5　メソニック39MTビル

休日休暇
完全週休2日制（土・日）、祝日、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇　※産休・育休取得率100％【年間休日120日以上】

待遇
福利厚生

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、健康診断、スキルアップ応援制度、自他推薦抜擢制度「SHIFT_batteki」、株式付与ESOP信託制度、選択制確定拠
出年金制度、各種社内イベント、健康保険組合提携施設利用可能、自転車通勤制度、サークル活動

健康保険：有　 厚生年金：有　 労災保険：有　 雇用保険：有

企業概要

選考フロー

ワークポートグループ 発行 取扱注意
本求人票には、一般に公開されず、ご登録いただいた方のみ開示させていただく情報も含まれておりますので、第三者への提供は禁止とさせていただきます。
用済みの後はご自身にて確実に廃棄をお願いいたします。また、労働条件、記載内容につきましては、必ずご入社前に求人企業にご確認ください。














