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音楽 レコチョク に新解答を ︒
×
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『挑戦』
2002 年 12 月に「着うた ®」が世の中に産声
を上げて以来、私たちは常に日本の音楽配信
をリードしてまいりました。音楽の視聴環境や
視聴行動が大きく変化するなか、音楽ファンの
皆様、音楽を奏でるアーティストの皆様のために、
音楽を届けるだけではなく、音楽が持つ付加価値を
見つけ、サービス創造に取り組んでまいりました。
現在、レコチョクでは「人と音楽の新しい関係をデザイ
ンする。
」というコーポレート・アイデンティティのもと、
既存の音楽配信事業だけではなく最新のテクノロジーを
駆使し、音楽に体験や+αの付加価値をつけた新しい「音楽」
の聴き方、楽しみ方を提案しています。今までの成功体験や
既成概念には囚われず、常に挑戦と変革を繰り返し、音楽マー
ケット活性化に向けてさまざまなサービスを展開しています。
時代が変われば、音楽との出会い方も変わります。
しかし、どんな時代でも音楽への気持ちは変わりません。
私たちレコチョクが届けてきたもの、これから届けていくものはメ
ディアでもデータでもなく音楽そのものです。
私たちは、これからも音楽ファンの皆様やアーティストの皆様のニー
ズに応えるため、私たちが得意とする最先端のテクノロジーを駆使して
挑戦しつづけます。

株式会社レコチョク

代表取締役社長
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VISION

聴く。歌う。感じる。贈る。出会う。…

etc. 人と音楽にまつわる

を発見。

我々は、これをサービスとすることで、音 楽の付加価値創造に取り組んでいきます。

OUR
SERVICES
レコチョクの事業内容

音楽配信サービス

ダウンロード

ストリーミング
（聴き放題）

ストリーミング
（プレイリスト型）

音楽体験サービス
店舗 BGM

インディーズ
活動支援

CD/DVD/Blu-ray
活性化

アーティストと
ファンをつなぐ

その他サービス
映像を軸とした
音楽コミュニケーション
プラットフォーム

「カラオケ」視聴専門
音楽映像配信

映像

レコチョクは音楽領域を
全方位で事業展開しております。
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部門長インタビュー1

P7

LEADER
INTERVIEW
部門長インタビュー

アーティストと
ファンをつなぐ
新たな市場を
創造する
執行役員
マーケティング部 部長
株式会社エッグス 代表取締役

柴崎 栄太郎
Eitaro Shibasaki

音楽配信事業の基盤を強みに
イノベーションを起こす

こと。これまで構築してきた配信事業の根幹を活かしながら、
いかに新しい音楽体験を創出していくか。これが今、我々が直
面している課題です。

日本の音楽配信サービスの先駆けとして、国内の音楽市場にお
いてトップクラスの楽曲購入実績を誇るレコチョクですが、現
在、音楽市場は大きく変化し、ニーズも多様化し、配信事業に
次ぐ 日本独自 の市場の創造が求められています。これまで
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ていってほしいと思います。

「今、あなたが触れているもの」に
ヒントがある

そしてさらなる“挑戦” へ
レコチョクは今、新たな市場を開拓する 挑戦 の時期を迎えて
います。特に 2015 年に「インディーズアーティストと若いリス
ナーの出会いのかたちをデザインする」という目的でスタート

権利者から音源を預かって配信する事業を展開してきた我々

事業でイノベーションを起こすには、従来のビジネスの枠組み

した「Eggs」は、飛躍的に登録アーティスト数を伸ばし、2019

も、近年はアーティストとファンがともに音楽体験を共創する

や制限を一度取り払って、
「ユーザーには何が刺さるのか」
「実

年には「インディーズ活動支援事業」に進化し、タワーレコード

プラットフォーム「WIZY」や、インディーズアーティストの音

際にアプリをどう使っているのか」などを考えていく必要があ

とともに「株式会社エッグス」を設立するまでに至りました。音

楽活動をサポートする「Eggs」
、購入した CD や DVD をスマホ

ります。学生の皆さんは音楽業界のビジネスや慣習への固定観

楽領域のさまざまな分野でチャレンジを続ける中で、音楽ファ

で簡単に再生できる「プレイパス」など、従来とは異なるビジ

念もなく、普段触っているアプリケーションやプロダクトの体

ンとして音楽を取り巻くシーンにアンテナを張っている一方

ネス領域を創出してきました。こうした新たな事業への挑戦

験を通して、UI やクリエイティブなどのアイデアを自由な発想

で、独自の視点を持ち、消費者の購買行動や動機をきちんと分

は、創業時から培ってきたレコード会社との信頼関係や、築い

で生み出すことができると思います。それを強みとして、普段

析しているような「今、音楽業界で働こうとしている人」と一緒

てきたシステム構造などをベースとしているからこそ可能な

の体験や感触を出発点に、柔軟にビジネスモデルをデザインし

に、これからの音楽市場を切り開いていきたいですね。
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LEADER
INTERVIEW
部門長インタビュー

日本の音楽市場に向き合いながら
次の「あるべき姿」を考える

百瀬 朋彦

Tomohiko Momose

やりたいという思いがあれば裁量を与える、
その “自由” がエンジニアを成長させる

事業システム部 部長

松嶋 陽太

Yota Matsushima

レコチョクだからこそできる
日本人のニーズに合う音楽環境づくり

自ら情報収集し、考える姿勢が必要

3年で“どこでも”通用するエンジニアに育てる

音楽配信の仕事に携わる人材は、権利関係などの知識やルール

近年、最先端の技術力を駆使したサービスやアプリ開発が増

日本の音楽ファンは今、多様な音楽の聴き方をしています。海外

をインプットしておくことは重要ですが、一方、知識で考えが

える中で、システム部門に求められる力も変化してきました。

市場がサブスクリプションモデルに移行する中、CD やダウン

固定されがちです。特に今は、その固定観念にきちんと向き合っ

特に音楽体験など新しいサービスの開発では、スピード感を

ロードなど、好きな音楽を所有したいという気持ちが日本の音楽

て、時代に即しているのか、もっとこうすべきではと考えてい

持った製作フローや、サービス部門と協調し、密なコミュニ

プログラミングの知識以上に、素直にやってみる姿勢や、目の

ファンにはまだ多く残っています。これまで日本のメジャーレ

く必要があります。レコチョクの若手社員は自分の考えや意見

ケーションを取ることがより一層求められています。レコチョ

前の仕事を楽しめる力を持っているかが、入社後の成長の分

コード会社や携帯キャリアなどとともにサービスを展開してきた

をしっかりと発信する人が多く、
「そもそも、なんでこうなん

クのシステム部門の特徴は、当社で通用する技術だけを育成

かれ目。やりたいという思いがあれば、裁量を与えられる会社

レコチョクだからこそ、こうした日本独自のカルチャーに向き合

だっけ？」を気づかせてくれる存在。エンタメビジネスには特

するのではなく、普遍的なモノづくりの思考法や、社外でも通

で す。ま た、全 面 的 に 事 業 シ ス テ ム を AWS（Amazon Web

い、最適な音楽サービスを実現していく役割を担っていくべきだ

殊な領域もありますが、一見エンタメに関係のないものや、他

用する技術の育成を目指しているところ。入社後、半年の研修

Services）に移行しているため、世界標準で技術を学ぶこと

と考えています。レコチョクの基幹事業である配信事業は、スマ

業界、海外の様々なサービスに目を向け「なぜこれが流行った

で基礎的な知識を学び、配属後は先輩につき、OJT で現場のフ

ができ、技術者としても価値があるはず。iOS や Android のア

ホ、PC、ゲーム機器などあらゆるデバイスに対して、様々な聴き

のか？どんなロジックで人の心を動かしたのか？」などと自ら

ローを身につけます。しかし、ある時点で独り立ちさせ、自分

プリ開発、レコチョクならではのレコメンドシステムの研究、

情報収集し、一歩踏み込んで考えられる人と、次の音楽市場の

で考えて決断していく機会を与えます。すべて指示するので

5G の動画への対応などに関心のある人はぜひ門を叩いてみ

はなく、ある程度自由な中で、主体性を発揮してもらう。そし

てください。

方を提供しています。その上で、さらに日本人の音楽の聴き方に
最適なサービスを作っていくことを目指しています。
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「あるべき姿」を考えていきたいです。

て将来的にはサービスの全体像を把握できるフルスタックエ
ンジニアを目指そう、というスタンスをとっています。

求めるのは「素直さ」と「楽しむ力」
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社員インタビュー
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STAFF INTERVIEW
社員インタビュー

森 稀沙南

Shinya Murata

2017 年入社／ Eggs が主催するイベ
ントに関する企画・運営やSNSの企画・

運用業務に加え、アーティストへの営
業・オーディション審査等の業務も行う。

が求められる仕事です。

もともと音楽好きで、大学時代はロック

現場で身についた「調整力」

バンドを追いかけたり、インディーズバ
ンドを紹介する雑誌を作ったりしてきま

ライブの運営でも、グッズの製作でも、重要

した。レコチョクに入社したのは、
「音楽

なのは周囲の人を巻き込みながら、協力し

×IT」の力で、ただ音楽を届けるだけでは

て業務に取り組む力。入社後の 3 年間で、タ

ない次世代の音楽サービスを創造し、メ

スクやスケジュールの調整だけでなく「何

ある1日の仕事の流れ
この日は
割と忙しい
1 日でした。

10:00 出社・メールチェック

ジャーではないアーティストにも新たな

がアーティストにとってより良い道か？」

価値を提供したいと考えたからです。現

に立ち返り、コミュニケーションをとる調

在担当している「Eggs」は、インディーズ

整力が身に付いてきたと感じています。社

や新人アーティストにとっての音楽プ

内には、音楽への情熱と同時に協調性を持

ラットフォームであり、ライブやプロモー

ち、アーティストのためになることをした

13:00 ランチ

ションのお手伝いをするサービスで、当

い、と考えている社員が多いと思います。

14:00 社外打ち合わせ

初の想いに直結する仕事。原点の「ファン

音楽市場において選択肢が多様化している

15:30 音源審査会

心」を忘れずに、一方でビジネス視点を持

今、アーティストに適した「次の一歩」を用

ちながら、アーティスト、事務所、レーベ

意できるよう、
「Eggs」を通じてインディーズ

ルなど様々な立場の関係者へ柔軟な対応

シーンをもっと盛り上げていきたいです。

10:30 Twitter 確認・予約投稿
11:00 Eggs アーティスト関連記事作成
12:00 新規登録アーティストの
音源チェック

17:00 企画検討
18:00 イベント関連準備
19:00 アーティストへ

事業システム部
プラットフォーム開発グループ

村田 真矢

Kisana Mori

音楽愛 ＋ ビジネス視点が必要

意志があれば挑戦できる
主体性を持って
モノづくりをしたい

インディーズ
アーティストの
﹁次の一歩﹂を作りたい
マーケティング部
Eggs 事業推進グループ
株式会社エッグス 出向

有料音楽配信の提案

2018 年 入 社 ／ RecTV や 新 規 事 業
サービスの iOS アプリ開発。また 2 年目
ながらメンバーの育成にも携わっている。

思った以上に “自由” な職場！

す。しかし僕は配属後すぐに、あるサービス

大学の頃からプログラミングを学び、レコ

さらに 2 年目の現在は、新サービス RecTV

チョクのシステム開発部門でアルバイトを

や新規事業サービスの iOS アプリ開発に、

していました。アルバイトとして見ていて

リーダーの立場で関わらせてもらっていま

も、自分の考えを言いやすい、業務を任せて

す。どちらも僕が「やりたいです」と手を上

もらいやすいというレコチョクの社風に魅

げて、任せてもらった仕事です。わからない

力を感じて、入社を決めました。入社後に驚

部分は先輩に聞くことができましたが、リ

いたのは、事前に想像していたよりも様々

リースまでの工程では、責任を持って自分が

10:00 出社・メールチェック

な面で自由な職場だったこと。休憩の時間

決断していかなければなりません。時間的な

10:30 コーディング

や出勤退勤などの働き方、服装。そして自分

制約もあり、
何度も
「無理だ」
と思いましたが、

13:00 ランチ

の希望によって裁量を与えてもらえること

それを乗り越えたことで、エンジニアとして

が、僕にとっては働きやすい環境でした。

も成長したという実感がありました。夢中に

のフルリニューアルを任せてもらいました。

なって製作できる環境があり、成果物が出来

入社二年目で開発リーダーに

上がるたびに達成感があるのが、１番の仕事

入社後、エンジニア職は半年の研修を終える

製作についてさらに深く理解し、エンジニア

と、通常は先輩について技術を学んでいきま

として技術を極めていきたいです。

ある1日の仕事の流れ
この日は
フレックスを
利用したので
15 時までの
業務でした。

14:00 コードレビュー
15:00 退社

のモチベーションです。今後は iOS アプリの

20:00 退社
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レコチョクに興味をもった
きっかけは？

たんだ。就活をする中で、自分の好きな音

上原 それは大変だったね。どうやって乗

楽に携わりたいという気持ちが生まれて、

り越えたの？

レコチョクを志望したかな。

田部井 同期に不安な気持ちを話した。も

田村 もともとエンタメを扱う仕事を志望

田村 実際に入社してみたら、若いうちか

うすでに自分の担当するサービスのリリー

していて、大学の時にプログラミングをやっ

ら、希望すればいろんな仕事を任せてもら

スを経験している同期のところに行って

上原 サービス部門とシステム部門は仕事

ていたから「モノづくりができる仕事」の軸

えるところは意外だった。
「やりたいという

「その時、どうだった？」って聞いて。結局

の内容も違うし、悩む内容も異なるけれど、

で就活をして、レコチョクに興味を持った

意志があるなら挑戦していいよ」という自

「やるしかない」
「頑張れ」って答えしか返っ

それでも「悩みを聞いてくれる同期がい

んだ。入社後は「WIZY」でシステム開発や

由な雰囲気があるよね。

てこないんだけど（笑）
、近くに同じことを

環境構築の仕事を担当しているから、志望

上原 そうだね。あとは「２年目だからこ

動機が今の仕事で実現できているなと思う。

れくらいの仕事をやっておきなさい」とい

上原 私も、最初は「音楽やエンタメに関わ

ばならなくて、とても難しかった。

同期ってどんな存在？

力や、仕事で活躍できそうなポジションを

わしたことがあって、
「そのアプリ、俺が

考える上で、同期と自分を比較することが

作ったんやで！」と思えて嬉しかったな。

多いな。自分の強みはどこだろう、って考

あとは、レコチョクはやりたいことを言え

えるためにも、同期の存在は大きいと思う。

ば、仕事を任せてもらえる雰囲気があるか
ら、それもやる気につながっているかも。

仕事のやりがいや喜びは？

上原 それは嬉しいね。あと社内の風通しも

る」っていうのが心強いよね。

田村 自分が担当しているサービスで、自

ら先輩が気付いてくれて、気遣ってくれる一

経験している人や、気軽に話せる人がいる

田部井 確かに。気軽に話せるし、わから

分の好きなアーティストさんの仕事が入っ

方で、ただ指示を待つだけではなく、自ら進

のは心強かったな。

ないことを聞けるしね。お昼休憩の間は誰

てきたときは純粋に嬉しいよね。

んで行動する人が活躍できる雰囲気がある。

う縛りもない。それから、音楽業界って休

田村 僕は入社してすぐに、学生と社会人

かしら同期と話しているし、エレベーター

上原 わかる。私も好きなアーティストさ

それにエンタメや音楽の知識が豊富な人が

る仕事をしたい」が一番の動機だったかな。

みがまったく取れないイメージがあったけ

とのギャップを感じて辛かったな。社外の

ホ ー ル で 会 っ た ら「ち ょ っ と 聞 い て い

んに仕事を通じて感謝されたり、イベント

多いから、学生の頃の友達とはできない話が

あとは、なるべく人の役に立つ仕事をしたい

ど、しっかり休めるところはよかったかな。

人と会う時の立ち居振る舞いや、マナーな

い？」って声をかけることも多い。エンジ

の MC の時に「上原さんのおかげで…」と

できて、勉強になることが多いし、面白い。

ど、最初は慣れなかったけど、業務をして

ニアって無口なイメージがあるかもしれな

話してくれたりしたときは感動したな。あ

田村 僕は、チームの作り方やエンジニア

入社後にぶつかった壁は？

いるうちに徐々に慣れてきたけどね。

いけれど、レコチョクの同期は違う。コミュ

とは CD のクレジットに Special thanks

としての技術力など様々な面で目標にして

上原 私はいろんな事務所さんやレコード

ニケーション力があって、自立しているけ

として、私の名前を載せてもらったとき！

いる先輩がいて、その人のようになりたい、

田村 今は「WIZY」の販促担当をしている

田部井 入社 1 年目の 3 月、初めて自分が

会社さんと密に連絡を取らなければいけな

れど周りには寛容な人が多いよね。

田部井・田村 それは羨ましい！

というのがモチベーションになっている。

から、まさに志望通り！だね。

担当するアプリをリリースする前が、一番

い立場で、先方のスケジュールに合わせて

上原 うんうん。あと同期が頑張っている

田部井 僕は担当したアプリをリリースし

上原 私はこれから「上原さんと一緒に仕

田部井 僕は大学の時にアプリケーション

辛かった。何か不具合があったら関係者や

急にリリース日を変えなければいけなく

と頑張れる、という意味で自分のモチベー

て、レビューでユーザーの反応を見られる

事ができてよかった」と言われるような仕

を作る技術を学んでいたから、まずは「WEB

会社に迷惑をかけてしまうと思うと、前日

なったりしたときかな。スケジュール管理

ションにもつながっているかな。

瞬間が嬉しい。街中や電車の中で、自分が

事をしたい。そのために今後のキャリアで、

アプリを作る会社に入りたい」と思ってい

はなかなか寝られなかったな。

やコミュニケーションを柔軟に行わなけれ

田村 僕は、自分のエンジニアとしての実

担当したアプリが使われている瞬間に出く

明確な自分の強みを築いていきたいな。

と思っていたから、アーティストとファンの
想いの実現をサポートするという「WIZY」
のサービスに魅力を感じて入社したかな。

いいよね。困っていたり残業したりしていた

レコチョク座談会

CROSS TALK
私たちがレコチョクを選んだワケ
入社2年目の同期社員3人。
同期ってどんな存在なのか、
入社直後に感じた不安や仕事の難しさ、
今、思う仕事のやりがいなどを

ざっくばらんに語ってもらいました。
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田部井 洸稀

上原 悠依

田村 航也

Koki Tabei

Yui Uehara

Koya Tamura

事業システム部配信開発グループ
2018 年入社

WIZY 事業部
2018 年入社

事業システム部プラットフォーム開発グループ
2018 年入社

サービスのリニューアルプロジェクトに携
わっている。新規サービスのシステム開発
にも携わる。

WIZYの販促を担当しており、主にCRM
やWEB 広告の運用、新規メルマガの企
画・検討などを行なっている。

WIZYのシステム開発・環境構築を行なっ
ており、ビジネス側とも会話をしながらサー
ビスの改善などに携わっている。
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数字で見るレコチョク

P15

数字で見るレコチョク
職種割合

13%

バックオフィス
部門

システム
部門

37%

35.6

歳

平均年齢

50%

サービス
部門

50~60%

月

170

創立記念日
創立記念休暇あり

127

日

野球

軽音

14

フットサル

年間休日数
※2019年度実績

テニス

11

釣り

カート

RECRUITING BOOK

将棋

ゴルフ

男性

109名

社員数

女性

61名

※2019年12月現在

同好会
の数

eSports デザイン
同好会

100 %

補助

ライブチケット購入費を全額補助
※年度上限あり

資格学校
受講費用の補助
試験を伴う資格の場合、
資格学校の費用を補助

2

15

平均

回

社員の年間ライブ参加回数

スマートフォン端末
購入費用補助
1年に1回スマートフォンの新規購入や
機種変更にかかる費用を補助

10
万円
上限

1

万円

卓球

補助

上限

最大

名

100 %

各種ハッカソン・勉強会への自主的な参加に
かかる参加費用 / 交通費 / 宿泊費を会社が補助

総合職3カ月/エンジニア職6カ月

※2019年12月現在

日

ハッカソン等
参加奨励

カ月

新入社員研修期間

73

補助

自社サービス利用にかかる費用を会社が補助

オンライン英会話サービスの利用における費用補助
※利用するコースにより費用補助の割合は異なる

カ月

補助

自社サービス利用

語学学習支援制度

3 6

※2019年12月現在

100 %

万円

3

万円/月

資格試験
受験費用
業務に必要なスキルアップを図るため、
積極的な資格取得を目的とした支援制度

17
億以上

近距離手当

本社より３km圏内等条件を
満たせば交通費に替えて支給

累計楽曲ダウンロード数
15
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研修

TRAINING
PROGRAM

P17

研修制度

研修制度

全社員

自由選択研修
（外部研修）

研修内容

新入社員

中堅・管理職社員

新入社員研修

OJT・メンター研修

ビジネスマナー研修

マネージャー研修

プログラミング・技術研修

評価者研修

フォローアップ研修

360 サーベイ

新卒研修スケジュール
4月

※スケジュールは 2019 年度の内容

5月

6月

7月

8月

総合職
部門配属

仕事の進め方研修／メンタルタフネス研修

ビジネス研修

12 月

1月

2月

フォローアップ
研修

3月
人事
面談

OJT

OA（Excel）研修／ロジカルシンキング研修

ジョブローテーション

11 月

エンジニア職
部門配属

ジョブローテーション

プレゼンテーション研修／シミュレーション研修

新入社員の方には、社会人の基礎をしっかり学んでいただくために、ビジネス研修を実施

10 月

ビジネス研修

総合職

エンジニア職

9月

Linux 基礎／ Git 基礎／プログラミング基礎／ネットワーク／ Web サーバ／ DB 基礎

プログラミング応用／個人開発演習／ UI/UX ／ AWS 基礎／ Git 応用／ Web API

HTML /CSS ／ソフトウェア開発手法／グループ開発演習／ Android アプリ／ iOS アプリ

プログラミング・技術研修

OJT

しています。また、職種ごとに専門分野の研修も設定しているため、より実践に近い内容を
学ぶことができ、配属後もスムーズに業務に取り組むことができます。さらに、新卒社員のシ
ステムエンジニア職の研修では、レコチョクのエンジニアを講師として、4 カ月間のプログラ
ミング・技術研修を実施。座学・個人開発・グループ開発を通して、フロントエンドからバッ
クエンドの基礎知識を幅広く学ぶ期間をしっかり設けることで、エンジニアとしての基礎を

自己啓発支援
資格取得にかかる費用補助や、語学取得のためのオンライン英会話サービス費用の一部補助、各種ハッカソンや勉強会等への
自主的な参加にかかる費用補助を行っており、スキルを向上できる環境を構築しております。

習得していただきます。
新入社員のみならず、中堅社員や管理職向けの研修も定期的に実施し、一人ひとりの
成長をサポートできるような研修制度を整えています。
※2019 年度プログラミング・技術研修中の風景

Message
先輩からの声
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技術力に自信がない人でも不安に思う必要はないと思いま

良い経験だったなと感じている研修は、定額制音楽配信サービスの新規顧客獲

す。研修期間を長めに取り、基礎からじっくり教えてもらえるの

得や退会抑止を目的とした、新規企画を考えてプレゼンする研修です。今までに

で安心できました。また、自分と同じように新卒で入社した先

蓄積された音楽配信データを利用した企画や、ユーザーの参加・投稿を促す企画

輩が研修を担当してくれるため、悩みや不安を打ち明けやす

を考えて発表し、先輩方に評価をしてもらいました。研修期間だからこそ、時間を

い環境でした。私はほとんど未経験で入社しましたが、今では

かけてお客様が本当に求めているものについて考えられたことはとても楽しかった

Android アプリの開発に関われるようになりました！

ですし、配属されてからの業務にも活用出来ていると思います。

2019 年入社

2019 年入社

岡 沙智乃

結城 大輔

事業システム部配信開発グループ
事業システム部技術コミュニケーショングループ

企画開発部
データベースマーケティンググループ
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募集要項

WORK
ENVIRONMENT

P19

仕事データ

職場環境
給与

※2019 年度実績

大学院博士／修士課程修了

4,005,000 円（基本給：200,250 円／固定残業手当：66,750 円／年間賞与：801,000 円）

大学卒

3,810,000 円（基本給：190,500 円／固定残業手当：63,500 円／年間賞与：762,000 円）

※固定残業手当には 40 時間分の手当が含まれています。月間 40 時間を超過した残業分については別途支給いたします
※賞与は、会社業績ならびに個人評価に応じて支給額が変動いたします

昇給／賞与

昇給：年 1 回（4 月）／ 賞与：年 2 回（6 月、12 月）

募集職種

総合職

事業サービスの企画、宣伝、販促や会社を支えるバックオフィス部門の担当をしていただきます。
・企画立案

｜ 新たな音楽との出会いを創出するための、新規サービスの企画立案・改善提案・遂行

・サービス運用

｜ プロモーション施策立案・遂行や主催・協賛イベント企画 /自社サイトや特集ページなどの編成、制作

新規パートナーシップ・アライアンスの開拓
・バックオフィス部門 ｜ 経営企画／経理・法務・人事／総務

エンジニア職

音楽配信サービスのシステム設計、開発、運用から、ネットワーク・サーバ等のインフラ、アプ
リケーションの開発まで、それぞれ幅広く担当していただきます。
・フロントエンド ｜ Android・iOS アプリ等の企画、設計、開発、運用

2017 年：4 名
2017 年：5 名

採用実績

大学院

九州工業大学大学院／高知工科大学大学院／中央大学大学院／同志社大学大学院／
東北大学大学院／豊橋技術科学大学大学院／長岡技術科学大学大学院／日本大学大
学院／北陸先端科学技術大学院大学／早稲田大学大学院 他
会津大学／青山学院大学／大阪大学／金沢大学／関西大学／九州工業大学／群馬大学／
慶應義塾大学／公立はこだて未来大学／静岡大学／首都大学東京／上智大学／成城大学
／獨協大学／千葉工業大学／中央大学／中京大学／筑波大学／東京工科大学／東京女子
大学／東京電機大学／東京理科大学／同志社大学／東洋大学／長岡技術科学大学／弘前
大学／文教大学／法政大学／明治大学／立命館大学／立教大学／早稲田大学 他

福利厚生
社内制度

よう、働きやすい環境の整備に努めています。
例えば、近距離手当では家賃の補助だけではなく、近距離に住むことでプライベートの
時間が増え、自己啓発はもちろんのこと、音楽や映画等エンターテイメントに触れる機会を
増やし、そこから新しく生まれるアイデアも多くあると考えています。
また、個々のライフスタイルに合わせた「カフェテリアプラン※」では、
『健康増進』や『リ

｜ AWS を活用したネットワークやサーバ等のシステム基盤に関する企画、構築、運用

総合職
エンジニア職

大学

レコチョクでは、社員一人ひとりが、それぞれのニーズに合わせて充実した時間を過ごせる

｜ 大規模楽曲配信システムや会員情報システム、決済システム等の企画、設計、開発、運用

・インフラ

新卒採用者数
※過去 3 年間

社員のニーズに合わせて、
一人ひとりがいきいきと働ける環境

・バックエンド

休日休暇

フレッシュ』
『自己啓発』
『育児支援』などメニューの中から、自身に合うプランを選択するこ

2018 年：6 名
2018 年：8 名

2019 年：4 名
2019 年：11 名

社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金）※健康保険は関東 ITソフトウェア健康保険組合へ加入
通勤手当（上限 10 万円／月）／近距離手当（3 万円／月 ※距離規定あり）
カフェテリアプラン（健康増進、リフレッシュ、自己啓発などのメニューの中からご自身に合うプランを選択し、一部費用を会社が補助する制度）
スマートフォン端末購入費用の補助／同好会活動費用の補助／社内懇親会費用の補助
各種表彰制度／各種お祝い金制度／資格取得支援制度／語学学習支援制度
レコチョク プリペイドカード社員販売割引／積立有給制度（留学、ボランティア等に使用可能）
完全週休 2 日制（土・日）／国民の祝日／年末年始休暇／ 創立記念休暇（7 月3 日） ※2019 年度実績年間休日127日
年次有給休暇／夏季休暇／特別休暇（結婚・出産・忌引等）
リフレッシュ休暇（勤続年数に応じて付与）／介護支援制度／出産・育児支援制度

とができます。
ワークライフバランスという点においても、育児時短勤務制度の期間を小学校 1 年生 9 月
までに変更するなど、女性社員の経験をもとに、より実用的な制度へ変更をしています。
さらに、男性社員の育児休暇取得者も多く、社員一人ひとりがいきいきと働ける環境を
今後も整えてまいります。

勤務地

レコチョク 本社／東京都渋谷区渋谷 2-16-1（渋谷駅 徒歩 4 分）

勤務時間

フレックスタイム制（コアタイム：10:00 〜 15:00、1 日の標準労働時間：7 時間 30 分）
専門業務型裁量労働制（新卒社員は 3 年目まで配属部門によらず、フレックスタイム制を適用）

※社員に一定の持ち点（カフェテリアポイント）と選択肢（メニュー）を提供し、社員が個々のニーズに応じて持ち点の
範囲内で、必要なメニューを選択・利用できる制度
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