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【特定技能外国⼈材事業の営業リーダー】
育及び就職⽀援・転職⽀援等⼈材サービス

主に東南アジ ア諸国の外国⼈材の⽇本語教

⽇本で働く外国⼈をサポート

募集職種
⼈材紹介会社
ユナイテッドワールド株式会社
求⼈ID
1148209
雇⽤形態
正社員
勤務地
東京都 23区
給与
550万円 ~ 700万円
勤務時間
始業:10時00分 終業:19時00分※休憩時間:60 分 ※裁量労働制:無 ※残業有無:有
休⽇・休暇
※定例⽇:毎週 ⼟・⽇曜⽇、国⺠の祝⽇、年末年始 (年間休⽇120⽇以上) ■休暇: 1年次有給休暇 10 ⽇
更新⽇
2021年11⽉16⽇ 04:00

応募必要条件
職務経験
3年以上
キャリアレベル
中途経験者レベル
英語レベル
基礎会話レベル
⽇本語レベル
ネイティブ
最終学歴
⼤学卒： 学⼠号
現在のビザ
⽇本での就労許可が必要です

募集要項
■募集背景
主に東南アジ ア諸国の外国⼈材の⽇本語教育及び就職⽀援・転職⽀援等⼈材サービスを⾏っている会社となります。
今回は事業拡⼤のため増員となります。

■業務内容
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介護業界を中⼼とした特定技能外国⼈材事業を⾏っています。
・ベトナムに教育拠点を持ち、国内外にいらっしゃるベトナム⼈に⽇本語教育、介護教育を⾏って介護施 設への⼈材紹介
を⾏っています。
・株式会社アルクと共同で、⽇本で働く外国⼈向けのオンライン教育プラットフォーム、E ラーニングシステ ムの開発運
⽤を⾏っています。
・就業を開始した外国⼈材の就業サポート、⽣活サポートも⾏っております。(特定技能⽀援機関業 務)

■業務詳細
外国⼈材事業の⽴ち上げ/部⻑候補として社⻑直下で、特に営業活動を中⼼に⾏っていただきます。
営業戦略⽴案、実⾏まで、社⻑と 2 ⼈ 3 脚で⾏っていただきます。 ⼈材紹介実務やスタッフのサポートなどマネジメント
業務もお任せいたします。
<具体的には・・>
・介護業界に向けた営業戦略⽴案
・セミナー等の企画運営や介護施設への求⼈開拓の営業
・外国⼈材の⾯接や紹介斡旋実務
・施設の⽅の現地⾯接ツアーアテンド
・紹介済み介護施設へのフォロー・サポート営業

■MUST(必須)条件
・⼈材業界(派遣・紹介)での営業 3 年以上の経験
・ネイティブレベルの⽇本語⼒

■WANT(歓迎)条件
・⼈材業界(派遣・紹介)で、介護系の営業経験者。
■選考⽅法
(1)書類選考
(2)⼀次⾯接 (⾯接官:部⻑ 1名) (3)最終⾯接 (⾯接官:社⻑ 1名) (4)内定

■想定年収
550 万円~700 万円
※⽉給 459,500 円(固定残業 69 時間分 192,460 円含む)~584,000 円(固定残業 69 時 間分 229,440 円含む)
※固定残業時間を超えた場合は、超過分の割り増し分が⽀払われます。
※ご経験によっては、管理監督者として従事していただくケースもございます。その場合は、固定残業⼿ 当は含まず上記⽉
給となります。
※賞与:無し

■現在の組織
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・社⻑以下⼈材運⽤担当 3名(ベトナム⼈男性1名,⼥性1名 ⽇本⼈⼥性1名)
・教育担当 4名
※ベトナム在住(ベトナム⼈⼥性3名 ⽇本⼈⼥性1名)
※現在は少⼈数で⾏っておりますので、チームワークを重視しております。
その他
募集⼈員:1名
勤務地:東京本社
残業:約 30 時間程度
⼊社⽇:早いに越したことはありません

■雇⽤期間:
雇⽤期間の定めなし
※試⽤期間:3ヵ⽉ ※試⽤期間中、試⽤期間終了後の労働条件に差はございません
■勤務地:
東京
■勤務時間:
始業:10時00分 終業:19時00分
※休憩時間:60 分
※裁量労働制:無 ※残業有無:有
※定例⽇:毎週 ⼟・⽇曜⽇、国⺠の祝⽇、年末年始 (年間休⽇120⽇以上)
■休暇:
1年次有給休暇 10 ⽇
(⼊社時に 3 ⽇付与、その後 6 か⽉継続して勤務した場合に残りの7⽇間を付与) 2その他特別休暇
(夏季休暇 2 ⽇間、慶弔に伴う休暇・・・等)
■保険:厚⽣年⾦保険、健康保険、労災、雇⽤保険適⽤
■管理監督者:無
==============================
【福利厚⽣/諸⼿当】
■通勤⼿当(上限:⽉ 40,000 円 ※在宅勤務を併⽤する場合は、⼀ヶ⽉の定期代及び出勤⽇ 数に応じた往復交通費のどちらか
安い⽅にてお⽀払いいたします)
■住宅⼿当(15,000円/⽉ ※⼊社1年経過後、かつ本社より半径4km以内の最寄り駅もしくは 3 駅以内を最寄りとする駅に居住
している世帯主
※1 ⼈暮らし含む※⼤阪、九州⽀社は 10,000 円/ ⽉となります)
■慶弔⾒舞⾦(結婚、出産、傷病等、慶弔に関する⾒舞⾦が複数ございます)
■書籍購⼊⽀援制度(書籍購⼊費⽤の半額を補助)
■セミナー⽀援制度(セミナー参加費⽤の半額を補助)
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■資格取得⽀援制度(会社指定の資格に対し受験費⽤や合格した際の報奨⾦を⽀給※報奨⾦は 数万円の⽀払い)
■WiMAX ⼿当(グループ会社が提供する WiMAX 回線の⽉額費⽤を⼀部補助します。⽉額 3,500 円プランに対し 2,800 円補
助。本⼈負担 700 円にて利⽤可能)
■懇親会⽀援制度(部署間交流を⽬的に⽉1度飲み代を⽀援しています。部署の達成会や歓送迎 会等はこちらから出す事が多
い状況です。)
■ランチ代⽀援制度(部署間交流を⽬的に⽉1度ランチ代を⽀援しています)
■リモートワーク制度(在宅勤務制度。⼀定以上のグレードの社員にオフィス以外での勤務を認める制度
＊その他福利厚⽣有り

スキル・資格
・⼈材業界(派遣・紹介)での営業 3 年以上の経験
・ネイティブレベルの⽇本語⼒

会社説明
ユナイテッドワールドはグローバル⼈材と企業を繋げる会社です。
ユナイテッドワールドは⽇本でのグローバル求⼈の紹介に特化して、新卒向けの求⼈から、⾼い専⾨性を必要とする正社員
の求⼈を中⼼にご紹介しております。
【取り扱い業種・職種】
多岐に渡っての業種と職種をご紹介しており、IT、製造、コンサルティング、⾦融、医療・医薬、バイオ、化学エネル
ギー・インフラなどの業種で、ITエンジニア、コンサル、海外営業、マーケティング、経理・財務、法務、⼈事、購買など
幅広く取り扱っています。
What we do
「お客様が本当に必要とするサービスを提供し続ける」
我々のサービスを利⽤する求職者の⽅や、採⽤する企業の⽅々に何が本当に喜ばれるのかを追求し続け、より良いサービス
を提供し続けることを努めます。
正社員としてグローバル⼈材の⽅をご紹介する⼈材紹介サービスの事業を軸に、⽇本語教室、ビジネスマナー研修、採⽤イ
ベント、翻訳、英語問い合わせ代⾏サービスなどを提供しています。
Vision/Mission
「誰もがどこでも働ける世界を」
働きたくても働けない⼈はまだ多く存在します。優秀でやる気に満ち溢れた⼈でも⾔葉の違いや住む場所、国籍によって仕
事を探す上で制限を受けたりします。
また、働いてお⾦を稼いで家族を⽀えなければいけないのに仕事が⾒つからない現状が世界にはあります。我々のサービス
を通じて誰もがどこでも働ける世界を実現し、この問題を解決します。
狂信的に、我々のサービスを通じて世界をよく出来る、世界の⼈々を幸せに出来ると信じています。
【サービス】
求職者向け
Recruitment Service
あなたに合ったベストのお仕事をご紹介
まだまだ外国⼈の⽅にとって⽇本でお仕事を探すこと上で⾊々と困難なことが多いです。
多くの求⼈が⾼い⽇本語⼒を必要としていますが、ユナイテッドワールドでは⽇本語⼒が必要ない求⼈のご紹介を⼼掛けて
います。
また、⽇本⼈だけという職場環境では外国⼈の⽅も疎外感を感じることもあると思います。
ユナイテッドワールドでは既に外国⼈を採⽤しており、外国⼈に理解がある企業のご紹介に努めています。
Career Consulting
外国⼈コンサルタントが親⾝にサポート
⽇本での⽣活が⻑く、⽇本の就職活動を熟知した外国⼈コンサルタントが求職者のサポートをさせて頂きます。
Best Support for Job hunting
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あなたの就職活動を寄り添ってサポート
海外と⽐べて⽇本の就職活動は独特です。
時期によって採⽤を⾏っていなかったり、書類選考もレジュメではなく履歴書、職務経歴書が必要です。
ユナイテッドワールドは履歴書、職務経歴書の作成のサポート、⾯接対策、内定後の条件交渉、⼊社後のフォローなど、⼊
社まで⼀貫してサポートさせて頂きます。
採⽤者向け
Recruitment Service
世界中から集められたグローバル⼈材をご紹介
ユナイテッドワールドは⽇本企業に対してグーロバル⼈材や⾼度外国⼈⼈材の⽅をご紹介しています。
バイリンガルの⽇本⼈の⽅や⽇本に既に在住しており、⽇本で⻑期的に働くことを希望している外国⼈の⽅をご紹介させて
頂きます。
初めての外国⼈採⽤をされる⽅でも、ご紹介から⼊社まで⼿厚くサポートさせて頂きます。
Result Reward and Refund Policy
完全成果報酬制度と返⾦規定
完全成果報酬⽅ですので、しっかりと採⽤が決まるまで何名でも無料でご紹介させて頂きます。
ご紹介にあたり契約書は結ばせて頂きますが、こちらも⼀切費⽤はかかりません。
もしもご紹介させて頂い⽅が早期退職された場合は返⾦制度も設けております。
To be the best recruitment company
熟練したスタッフが親⾝に⼀⼈づつサポート
約1時間ほど、熟練したキャリアアドバイザーがご⾯談を通じて、求職者のバックグラウンド、ビザ、スキルと経験を
チェックします。その中で、⽇本企業で働くことや、⾯接の指導などをして⽇本で働くことについての指導もしています。
また、採⽤者への⽅へは外国⼈採⽤について熟知したスタッフが親⾝にサポートさせて頂きます。魅⼒的な求⼈作り、求職
者集め、良い⾯接⽅法やオファーの出し⽅など、初めて外国⼈を採⽤される⽅でもしっかりと寄り添ってサポートさせて頂
きます。
優秀な登録者が豊富に登録
バイリンガルの⽇本⼈の他、⽂科省の厳しい審査を通過して奨学⾦を得て⼤学院で研究している「国費留学⽣」や既に⽇本
企業や研究機関に勤めており、⾼度な知識や技能を持つ⾼度外国⼈の⽅がご登録しております。
【ご紹介職種】
ITエンジニア
資⾦調達をして、上場を⽬指すテック系のベンチャー企業を中⼼に、機械学習やディープラーニングに⻑けているAIエンジ
ニアや経験豊富なバックエンド、フロントエンド、サーバーサイド、インフラエンジニアの⽅などをご紹介しております。
ビジネスサイド
⽇本語、英語、⺟国語が堪能なトリリンガルな⽅を海外営業、事業開発マーケティングでご紹介しております。
研究開発
研究機関や⼤学でポスドクをしている⽅をバイオ、ヘルスケア、ライフサイエンス、化学分野のR&Dとしてご紹介しており
ます。
その他の職種
通訳や事務、経理など幅広く他の職種でもお客様のご要望があればご紹介しております。

