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【キャリアセミナー開催！外資系企業戦略コンサルティングファーム】コンサルタント
アシスタント/フレックスタイム/要英語
外資系メジャーコンサルティングファーム/要英語/フレックスタイム

募集職種
⼈材紹介会社
株式会社 j Career
求⼈ID
1342200
会社の種類
⼤⼿企業 (300名を超える従業員数)
雇⽤形態
正社員
勤務地
東京都 23区, 千代⽥区
最寄駅
⼭⼿線、

東京駅

給与
750万円 ~ 経験考慮の上、応相談
ボーナス
給与： ボーナス込み
勤務時間
フレックスタイム制
休⽇・休暇
完全週休2⽇制（⼟・⽇・祝祭⽇）、 夏期休暇、 冬期休暇、 有給休暇、 育児休暇
更新⽇
2022年11⽉19⽇ 00:00

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
ビジネス会話レベル (英語使⽤⽐率: 50％程度)
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
EI（Enterprise Improvement）／Corporate Turnaround and Restructuring： 経営改善・企業再⽣およびリストラクチャリ
ング。収益・コストの最適化、運転資本管理、M&AにおけるDDやPMI、事業計画の再検討など。

具体的なサービス内容は以下
クイックストライク（Quick Strike）： 再⽣のための初期診断プログラム。顧客企業の⽬指すべき⽅向性に関し、4~6週間
で設定
マネジメント・サポート（Management Support）： 顧客企業の「経営の傭兵」として、⽬指すべき⽅向性に向け協⼒にサ
ポート
インテリム・マネジメント（Interim Management）： 必要に応じて、CEO/CRO/CMOといったポジションに暫定経営陣を
派遣
※在宅勤務、お客様常駐、海外出張の可能性を含む

EI (Enterprise Improvement)/Corporate Turnaround and Restructuring: management improvement, corporate turnaround and
restructuring. This includes revenue and cost optimisation, working capital management, DD and PMI in mergers and
acquisitions, and reviewing business plans.
Specific services include
Quick Strike: an initial diagnostic programme for turnarounds. Set up in 4-6 weeks with regard to the direction in which the
client company should be heading.
Management Support: acting as a 'management mercenary' for the client company, providing support in the direction it
should take.
Interim Management: interim management team is sent to positions such as CEO/CRO/CMO, as required.
* Includes telecommuting, customer presence and possible overseas travel.

スキル・資格
【オンラインキャリアセミナー概要】
緊急性の⾼い難局に直⾯する企業を数多く⽀援してきた、その分野のトップランナーである当社が、⽇本企業の変⾰をリー
ドする熱い想いを抱いたビジネスパーソンを対象に、オンラインキャリアセミナーを開催いたします。
当⽇は、東京オフィスの代表及び採⽤責任者に加えプロフェッショナル 3 名が参加し、クライアントの⽬に⾒える成果を出
すことにこだわる当社の紹介やプロジェクト内容をお伝えする他、難局にある企業の複雑かつ困難な課題に取り組んできた
プロフェッショナルの成⻑機会やキャリアの築き⽅などについて、具体的な事例を交えてお伝えします。
当社の⽀援内容や、在籍するプロフェッショナルのプロフィールを聞くことのできる貴重な機会です。ぜひともご参加をご
検討ください。
セミナー参加のみのご希望もお気軽に承ります。
・⽇程： オンライン開催 2022 年 11 ⽉ 16 ⽇（⽔） 19:00~20:30
・場所： オンラインによる開催（Microsoft Teams による Live Event）
・対象： 4 年⽣⼤学/⼤学院をご卒業後、フルタイムでの職務経験が 5 年以上の⽅
転職の意思にかかわらずお申込み頂けます
・当⽇プログラム予定
19:00 – 19:20 ご挨拶 会社紹介
19:20 – 19:35 プロジェクトケース紹介
19:35 – 19:40 ビデオメッセージ
19:40 – 20:10 コンサルタント 3 名によるパネルディスカッション
20:10 – 20:30 質疑応答 クロージング
※内容については多少変更する場合がございます。
ご注意：
※お申込みの際に、お名前・ご勤務先・最終学歴をご開⽰いただきます。
※本セミナーはオンラインでの開催となります。端末・通信環境についてはご⾃⾝でご⽤意ください。

※ここから通常の応募条件
・事業会社における業績改善、⼦会社経営管理（経営三表を⾒れる）など経験を有する⽅
（例：銀⾏出⾝者などでファイナンシャルな分析⼒を有するハイポテンシャル層、事業会社における社内コンサル経験者、
監査法⼈・FASなどでM&A関連業務（DD・Valuation）経験者など歓迎）
・または戦略系コンサルティングファームでの実務経験3年以上
・ビジネスレベルの英語⼒

Outline of Online Career Seminar
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As a leader in the field that has assisted numerous companies facing urgent and challenging situations, we will hold an online
career seminar for businesspersons who are passionate about leading the transformation of Japanese companies.
The seminar will be attended by the head of the Tokyo office, the head of recruiting, and three other professionals, who will
introduce our company's commitment to delivering tangible results for our clients, provide an overview of our projects, and
discuss specific growth opportunities and career development opportunities for professionals who have tackled complex and
difficult issues at companies in distress. We will also provide specific examples of growth opportunities and career
development for professionals who have tackled complex and difficult issues at distressed companies.
This is a rare opportunity to hear about the support we provide and the profiles of our professionals. Please consider
attending.
Please feel free to request to attend the seminar only.
Date: Wednesday, November 16, 2022, 19:00~20:30
Location: Online (Live Event by Microsoft Teams)
Target: 4-year university/graduate school graduates with at least 5 years of full-time work experience.
Regardless of whether you are changing jobs or not, you can apply.
Program
19:00 - 19:20 Greetings Company Introduction
19:20 - 19:35 Introduction of project cases
19:35 - 19:40 Video message
19:40 - 20:10 Panel discussion by 3 consultants
20:10 - 20:30 Q&A Closing
Please note that the content may be subject to change.
Please note
When registering, you will be asked to provide your name, place of employment, and last degree.
This seminar will be held online. Please prepare your own device and communication environment.

*Normal application conditions from here
-Those with experience in business performance improvement and subsidiary management (with access to the three
management tables) at a business company.
(e.g. high potentials with financial analysis skills from banking backgrounds, experienced in-house consultants at operating
companies, experienced in M&A-related work (DD/Valuation) at audit firms, FAS, etc. welcome).
-At least 3 years' experience at a consulting firm or strategy consulting firm.
-Business level English language skills.

会社説明

感謝の気持ちを忘れない
⽇本を選んでくれた外国⼈の⽅たちへ
j Careerは、留学先として⽇本を選択した外国⼈留学⽣、⽇本での安住を⽬指す外国⼈への感謝の⼼、深い敬愛の念を起業
の動機とし、外国⼈留学⽣や在留外国⼈の皆さんが⽇本において幸せをつかむための様々なサポートを通し、⽇本社会のみ
ならず、国際社会への貢献の⼀助となることを⽬指しています。近年、グローバル化に対応し社内公⽤語を英語にする⽇本
企業が増えていますが、就職活動においては依然として⽇本独特の慣習が根強く残り、外国⼈留学⽣や在留外国⼈にとって
⽇本企業への就職はとても難しい状況といえます。 j Career はこのような状況を打破するべく、愛と感謝と情熱を持って全
⼒で外国⼈の皆さんをサポートし、⽇本において幸福な⽣涯を送れるようバックアップしていきたいと考えております。
j Careerでは、外国⼈向け求⼈サイト「gooojob.jp」を開設し、外国⼈留学⽣が⽇本で学んだ知識・技術を⽣かせるように国
内での就職活動を⽀援したり、既に⽇本で社会⼈として仕事をしている外国⼈のさらなるキャリアアップを⽬指した転職を
⽀援しています。

