
ホームページ：http://www.gendai.ecnet.jp/　　　通販サイト：http://www.gendaigoods.com/

求人の種類　　　　　企画・営業職

雇用形態　　　　　　正社員

仕事の内容　　　　　映画キャラクターグッズの企画・製作におけるすべてのプロセスをお任せします。
　　　　　　　　　　商品企画がメインであり、営業も特定のクライアントとの打ち合わせが主です。
　　　　　　　　　　※飛び込み営業や電話営業・ノルマ等は一切ありません。
 
　　　　　　　　　　【具体的な仕事の流れ】

　　　　　　　　　　●商品企画
　　　　　　　　　　まずは映画の内容をよくリサーチします（試写を観たり、台本を読んだり、予告編から想像を膨らませたり…）。
　　　　　　　　　　世の中のニーズ等も考え合わせてどんなグッズがあったらお客様に喜んでいただけるかを考えます。
　　　　　　　　　　クライアントからこんな商品を作ってほしいと相談されることもあります。
 

 

　　　　　　　　　　●プレゼンテーション
　　　　　　　　　　クライアントに自分が考えた商品企画を提案します。
　　　　　　　　　　先方とのコミュニケーション力も必要です。
 
　　　　　　　　　　●商品デザイン
　　　　　　　　　　商品化が決まったアイテムのイメージを自社デザイナーと具体化していきます。
　　　　　　　　　　クライアントとも打合せなどでイメージの共有をはかり、権利元の承認を目指してデザインしていきます。
 
　　　　　　　　　　●製作
　　　　　　　　　　権利元の監修を受け、承認されたらいよいよサンプル製作です。
　　　　　　　　　　各メーカーの担当者様とコミュニケーションをとり、デザインを形にしていきます。
　　　　　　　　　　出来上がったサンプルは、クライアントや権利元へ提出し、承認されたら量産していきます。
 
　　　　　　　　　　●流通・販売
　　　　　　　　　　完成した商品が全国の映画館に納品されます。
　　　　　　　　　　公開初日にあなたが手掛けたグッズが映画館のショップで販売されます。
　　　　　　　　　　★★★お客様にご購入いただいた時は最高に嬉しい瞬間ですよ！★★★
 
　　　　　　　　　　映画公開日に商品を間に合わせるためのスケジュール管理もとても大事なお仕事です。
 
　　　　　　　　　　※始めは先輩社員と一緒に進めていくので、経験が無くても大丈夫です。
 
応募資格　　　　　　未経験者・第二新卒者・経験者等広く歓迎！
　　　　　　　　　　（求める人物像）　・映画が大好き、映画業界で働きたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・映画館でのスタッフ経験があり、実際に商品をを扱っていた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・グッズやノベルティに興味がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・流行には敏感。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・自分のアイデア、企画を形にしてみたい。
 
勤務地　　　　　　　東京都中央区銀座 1-14-6 銀座一丁目ビル 7階
　　　　　　　　　　・「銀座一丁目駅 」 徒歩3 分
　　　　　　　　　　・ 「 銀座駅 」「東銀座駅 」「宝町駅 」「 京橋 駅」 徒歩5 分
　　　　　　　　　　・「有楽町駅 」 徒歩7 分
 
勤務時間　　　　　　平日 9：30 ～ 18：00（時間外勤務あり）
　　　　　　　　　　土曜 9：30 ～ 14：00（第 2・第 4・第 5のみ）
　　　　　　　　　　毎週水曜日はノー残業デー
 
給与　　　　　　　　月給 20 万円
　　　　　　　　　　※勤続年数により昇給あり
　　　　　　　　　　※別途残業手当あり
　　　　　　　　　　※試用期間 3ヶ月あり（給与月額は上記を保証）
　　　　　　　　　　※試用期間終了後、双方の合意に基づき正社員として労働契約を締結します。
 
待遇・福利厚生　　　昇給あり
　　　　　　　　　　賞与年 2回（7月・12 月）
　　　　　　　　　　交通費全額支給
　　　　　　　　　　社会保険完備

休日・休暇　　　　　日曜日・祝日及び第 1・第 3土曜日
　　　　　　　　　　年末年始・夏季・慶弔休暇
　　　　　　　　　　有給休暇

映画キャラクターグッズの企画・製作・営業 
好きな映画・グッズを仕事にできる！ 

現在弊社では『企画・営業スタッフ』を急募しております。 
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映画キャラクターグッズの企画・製作・営業 
 
好きな映画・グッズを仕事にできる！ 
 
現在弊社では『企画・営業スタッフ』を急募しております。 
 
 株式会社 現代マーチャンダイズ
ホームページ： http://www.gendai.ecnet.jp/
通販サイト： http://www.gendaigoods.com/
 
求人の種類 企画・営業職
 
雇用形態 正社員
 
仕事の内容 映画グッズの企画・製作におけるすべてのプロセスをお任せします。
 商品企画がメインであり、営業も特定のクライアントとの打ち合わせが多いです。
 ※飛び込み営業や電話営業・ノルマ等は一切ありません。
 
 【具体的な仕事の流れ】
 
 ●商品企画
 まずは映画の内容をよくリサーチします（試写を観たり、台本を読んだり、予告編から想像を膨らませたり…）。
 世の中のニーズ等も考え合わせてどんなグッズがあったらお客様に喜んでいただけるかを考えます。
 クライアントからこんな商品を作ってほしいと相談されることもあります。
 
 ●プレゼンテーション
 クライアントに自分が考えた商品企画を提案します。
 先方とのコミュニケーション力も必要です。
 
 ●商品デザイン
 商品化が決まったアイテムのイメージを自社デザイナーと具体化していきます。
 クライアントとも打合せなどでイメージの共有をはかり、権利元の承認を目指してデザインしていきます。
 
 ●製作
 権利元の監修を受け、承認されたらいよいよサンプル製作です。
 各メーカーの担当者様とコミュニケーションをとり、デザインを形にしていきます。
 出来上がったサンプルは、クライアントや権利元へ提出し、承認されたら量産していきます。
 
 ●流通・販売
 完成した商品が全国の映画館に納品されます。
 公開初日にあなたが手掛けたグッズが映画館のショップで販売されます。
 ★★★お客様にご購入いただいた時は最高に嬉しい瞬間ですよ！★★★
 
 映画公開日に商品を間に合わせるためのスケジュール管理もとても大事なお仕事です。
 
 ※始めは先輩社員と一緒に進めていくので、経験が無くても大丈夫です。
 
応募資格 未経験者・第二新卒者・経験者等広く歓迎！
（求める人物像） ・映画が大好き、映画業界で働きたい。
 ・映画館でのスタッフ経験があり、実際に商品をを扱っていた。
 ・グッズやノベルティに興味がある。
 ・流行には敏感。
 ・自分のアイデア・企画を形にしてみたい。
 
勤務地 東京都中央区銀座 1-14-6 銀座一丁目ビル 7階
 ・東京メトロ「銀座」駅「東銀座」駅「宝町」駅「京橋」駅徒歩 5分
 ・東京メトロ「銀座一丁目」駅徒歩 3分
 ・JR「有楽町」駅徒歩 7分
 
勤務時間 平日 9：30 ～ 18：00（時間外勤務あり）
 土曜 9：30 ～ 14：00（第 2・第 4・第 5のみ）
 毎週水曜日はノー残業デー
 
給与 月給 20 万円
 ※勤続年数により昇給あり
 ※別途残業手当あり
 ※試用期間 3ヶ月あり（給与月額は上記を保証）
 ※試用期間終了後、双方の合意に基づき正社員として労働契約を締結します。
 
待遇・福利厚生 昇給あり
 賞与年 2回（7月・12 月）
 交通費全額支給
 社会保険完備
 
休日・休暇 日曜日・祝日及び第 1・第 3土曜日
 年末年始・夏季・慶弔休暇
 有給休暇
 
採用担当より 当社は、心から映画やグッズを愛している方を求めています。
 映画の内容はお客様の趣向を考え、あなたのアイデアで商品を企画し、社内や取引先とのコミュニケーションで商品化を実現してください。
 様々な商品がどうやって作り上げられていくかも経験することが出来ます。
 私たちも最初はモノづくりなど全くの未経験でしたが、先輩たちやメーカー様の指導によりいろいろな知識を得られました。
 毎日商品を考えたり、思うようなものが上がらなかったり、スケジュール通り進行しなかったりと、大変なこともいっぱいありますが、何も無いところから、あなたのアイデアが商品となり映画ファンの元へ届く、とてもやりがいのある仕事だと思います。
 映画愛・グッズ愛があれば頑張っていけるはずです！
 
応募方法 下記いずれかの方法で応募ください
 書類選考を通過された方のみ面接日時をご連絡します
 
 ①弊社ホームページの「お問合せ」フォームより
 http://www.gendai.ecnet.jp/postmail2/
 ■お問合せ内容の欄に以下必要事項を明記してください■
 現住所：〒
 学歴：
 職歴：
 資格：
 最寄り駅：
 配偶者：有・無　／　扶養家族（配偶者を含まない）：　　　人
 　　※１　【年齢】【電話番号】の入力および【性別】のチェックは必ず行ってください
 　　※２　【お客様属性】は「個人のお客様」にチェックを入れてください。
 　　※３　【お問い合わせの種類】は「採用に関するお問い合わせ」にチェックを入れてください
 
 　　お問合せフォーム内の年齢・性別は必ず入力してください
 
 ②下記、弊社採用担当者宛てに履歴書と職務経歴書をお送りください
 　ご連絡先のメールアドレス等を必ず明記してください。
 〒104-0061
 東京都中央区銀座 1-14-6 銀座一丁目ビル 7階
 株式会社現代マーチャンダイズ 採用担当宛て
 
 ※履歴書はお返しできませんのでご了承ください
 ※採用に至らなかった場合には履歴書は責任を持って破棄させて頂きます
 
選考プロセス 書類選考
 　↓
 一次面接（グループ面接または個人面接。スケジュールによる）
 　↓
 二次面接（個別）
 　↓
 内定
 
採用に関する問い合わせ 電話での問合わせは受付けておりません
 下記お問い合わせフォームよりお問い合わください
 www.gendai.ecnet.jp/postmail2/
 



採用担当より　　　　当社は、心から映画やグッズを愛している方を求めています。
　　　　　　　　　　映画の内容やお客様の趣向を考え、あなたのアイデアで商品を企画し、
　　　　　　　　　　社内や取引先とのコミュニケーションで商品化を実現してください。
　　　　　　　　　　様々な商品がどうやって作り上げられていくかも経験することが出来ます。
　　　　　　　　　　私たちも最初はモノづくりなど全くの未経験でしたが、
　　　　　　　　　　先輩たちやメーカー様の指導によりいろいろな知識を得られました。
　　　　　　　　　　毎日商品を考えたり、思うようなものが上がらなかったり、
　　　　　　　　　　スケジュール通り進行しなかったりと、大変なこともいっぱいありますが、
　　　　　　　　　　何も無いところから、あなたのアイデアが商品となり映画ファンの元へ届く、
　　　　　　　　　　とてもやりがいのある仕事だと思います。
　　　　　　　　　　映画愛・グッズ愛があれば頑張っていけるはずです！
 
応募方法　　　　　　下記いずれかの方法で応募ください。
　　　　　　　　　　書類選考を通過された方のみ面接日時をご連絡します。
 

　　　　　　　　　　　①弊社ホームページの「お問合せ」フォームより
　　　　　　　　　　　http://www.gendai.ecnet.jp/postmail2/
　　　　　　　　　　　■お問合せ内容の欄に以下必要事項を明記してください■
　　　　　　　　　　　現住所：〒

　　　　　　　　　　　学歴：
　　　　　　　　　　　職歴：
　　　　　　　　　　　資格：

　　　　　　　　　　　最寄り駅：

　　　　　　　　　　　配偶者：有・無　／　扶養家族（配偶者を含まない）：　　　人
　　　　　　　　　　　志望動機（出来る限り詳しくお書きください）：
　　　　　　　　　　　※１　【年齢】【電話番号】の入力および【性別】のチェックは必ず行ってください。
　　　　　　　　　　　※２　【お客様属性】は「個人のお客様」にチェックを入れてください。
　　　　　　　　　　　※３　【お問い合わせの種類】は「採用に関するお問い合わせ」にチェックを入れてください。 

 　　　　　　　　　　　②下記、弊社採用担当者宛てに履歴書と職務経歴書をお送りください。

　　　　　　　　　　　■ご連絡先のメールアドレス等を必ず明記してください■
　　　　　　　　　　　〒104-0061
　　　　　　　　　　　東京都中央区銀座 1-14-6 銀座一丁目ビル 7階
　　　　　　　　　　　株式会社現代マーチャンダイズ 採用担当宛て
 
　　　　　　　　　　　※履歴書はお返しできませんのでご了承ください。
　　　　　　　　　　　※採用に至らなかった場合には履歴書は責任を持って破棄させて頂きます。

 
選考プロセス　　　　書類選考
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　一次面接（グループ面接または個人面接。スケジュールによる）
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　二次面接（個別）
　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　内定

　　　　　　　　　　採用に関する問い合わせ 電話での問合わせは受付けておりません。
　　　　　　　　　　下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
　　　　　　　　　　http://www.gendai.ecnet.jp/postmail2/
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映画キャラクターグッズの企画・製作・営業 
 
好きな映画・グッズを仕事にできる！ 
 
現在弊社では『企画・営業スタッフ』を急募しております。 
 
 株式会社 現代マーチャンダイズ
ホームページ： http://www.gendai.ecnet.jp/
通販サイト： http://www.gendaigoods.com/
 
求人の種類 企画・営業職
 
雇用形態 正社員
 
仕事の内容 映画グッズの企画・製作におけるすべてのプロセスをお任せします。
 商品企画がメインであり、営業も特定のクライアントとの打ち合わせが多いです。
 ※飛び込み営業や電話営業・ノルマ等は一切ありません。
 
 【具体的な仕事の流れ】
 
 ●商品企画
 まずは映画の内容をよくリサーチします（試写を観たり、台本を読んだり、予告編から想像を膨らませたり…）。
 世の中のニーズ等も考え合わせてどんなグッズがあったらお客様に喜んでいただけるかを考えます。
 クライアントからこんな商品を作ってほしいと相談されることもあります。
 
 ●プレゼンテーション
 クライアントに自分が考えた商品企画を提案します。
 先方とのコミュニケーション力も必要です。
 
 ●商品デザイン
 商品化が決まったアイテムのイメージを自社デザイナーと具体化していきます。
 クライアントとも打合せなどでイメージの共有をはかり、権利元の承認を目指してデザインしていきます。
 
 ●製作
 権利元の監修を受け、承認されたらいよいよサンプル製作です。
 各メーカーの担当者様とコミュニケーションをとり、デザインを形にしていきます。
 出来上がったサンプルは、クライアントや権利元へ提出し、承認されたら量産していきます。
 
 ●流通・販売
 完成した商品が全国の映画館に納品されます。
 公開初日にあなたが手掛けたグッズが映画館のショップで販売されます。
 ★★★お客様にご購入いただいた時は最高に嬉しい瞬間ですよ！★★★
 
 映画公開日に商品を間に合わせるためのスケジュール管理もとても大事なお仕事です。
 
 ※始めは先輩社員と一緒に進めていくので、経験が無くても大丈夫です。
 
応募資格 未経験者・第二新卒者・経験者等広く歓迎！
（求める人物像） ・映画が大好き、映画業界で働きたい。
 ・映画館でのスタッフ経験があり、実際に商品をを扱っていた。
 ・グッズやノベルティに興味がある。
 ・流行には敏感。
 ・自分のアイデア・企画を形にしてみたい。
 
勤務地 東京都中央区銀座 1-14-6 銀座一丁目ビル 7階
 ・東京メトロ「銀座」駅「東銀座」駅「宝町」駅「京橋」駅徒歩 5分
 ・東京メトロ「銀座一丁目」駅徒歩 3分
 ・JR「有楽町」駅徒歩 7分
 
勤務時間 平日 9：30 ～ 18：00（時間外勤務あり）
 土曜 9：30 ～ 14：00（第 2・第 4・第 5のみ）
 毎週水曜日はノー残業デー
 
給与 月給 20 万円
 ※勤続年数により昇給あり
 ※別途残業手当あり
 ※試用期間 3ヶ月あり（給与月額は上記を保証）
 ※試用期間終了後、双方の合意に基づき正社員として労働契約を締結します。
 
待遇・福利厚生 昇給あり
 賞与年 2回（7月・12 月）
 交通費全額支給
 社会保険完備
 
休日・休暇 日曜日・祝日及び第 1・第 3土曜日
 年末年始・夏季・慶弔休暇
 有給休暇
 
採用担当より 当社は、心から映画やグッズを愛している方を求めています。
 映画の内容はお客様の趣向を考え、あなたのアイデアで商品を企画し、社内や取引先とのコミュニケーションで商品化を実現してください。
 様々な商品がどうやって作り上げられていくかも経験することが出来ます。
 私たちも最初はモノづくりなど全くの未経験でしたが、先輩たちやメーカー様の指導によりいろいろな知識を得られました。
 毎日商品を考えたり、思うようなものが上がらなかったり、スケジュール通り進行しなかったりと、大変なこともいっぱいありますが、何も無いところから、あなたのアイデアが商品となり映画ファンの元へ届く、とてもやりがいのある仕事だと思います。
 映画愛・グッズ愛があれば頑張っていけるはずです！
 
応募方法 下記いずれかの方法で応募ください
 書類選考を通過された方のみ面接日時をご連絡します
 
 ①弊社ホームページの「お問合せ」フォームより
 http://www.gendai.ecnet.jp/postmail2/
 ■お問合せ内容の欄に以下必要事項を明記してください■
 現住所：〒
 学歴：
 職歴：
 資格：
 最寄り駅：
 配偶者：有・無　／　扶養家族（配偶者を含まない）：　　　人
 　　※１　【年齢】【電話番号】の入力および【性別】のチェックは必ず行ってください
 　　※２　【お客様属性】は「個人のお客様」にチェックを入れてください。
 　　※３　【お問い合わせの種類】は「採用に関するお問い合わせ」にチェックを入れてください
 
 　　お問合せフォーム内の年齢・性別は必ず入力してください
 
 ②下記、弊社採用担当者宛てに履歴書と職務経歴書をお送りください
 　ご連絡先のメールアドレス等を必ず明記してください。
 〒104-0061
 東京都中央区銀座 1-14-6 銀座一丁目ビル 7階
 株式会社現代マーチャンダイズ 採用担当宛て
 
 ※履歴書はお返しできませんのでご了承ください
 ※採用に至らなかった場合には履歴書は責任を持って破棄させて頂きます
 
選考プロセス 書類選考
 　↓
 一次面接（グループ面接または個人面接。スケジュールによる）
 　↓
 二次面接（個別）
 　↓
 内定
 
採用に関する問い合わせ 電話での問合わせは受付けておりません
 下記お問い合わせフォームよりお問い合わください
 www.gendai.ecnet.jp/postmail2/
 


