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外国人採用のメリットとデメリット

メリット デメリット

採用機会

候補者の多さ 

外国人は企業規模の大小をあまり問わな
い傾向がある

人材評価の難しさ 

出身大学や職務経歴における勤務企業な
ど書類による客観的評価が難しい

社内影響
異文化理解・社内ルールの言語化が進む 

暗黙知の見える化が必要となる為、業務
の整理や改善が進む

異文化理解への抵抗 

日本企業独特の『阿吽の呼吸』は通じに
くい傾向にある

新規事業・グローバル事業

海外拠点設立やオフショア開発・海外取
引などの内製化 

言語や文化の問題を社内でクリアできる
ようになる為、新規事業の可能性が拡大

海外事業の内製化による日本人社員の業
務負担 

展開できる事業の拡大により担当社員の
業務内容は多岐に渡ることになる



外国人従業員の就労資格による比較

技能実習生 特定技能 高度人材

在留資格 技能実習 
１号・２号・３号

特定技能 
１号・２号

技術人文国際 
高度専門職イ・ロ・ハ

在留期間 ～３年/～５年 ～５年 更新により無制限

就業可能業種 農業・漁業・建設・製造・介
護・ビルクリーニング　etc

農業・漁業・建設・製造・介
護・ビルクリーニング　etc 全業種（※1）

学歴 高卒程度 高卒程度 大学院卒・大学卒

日本語能力平均 N４ N４ N２

採用コスト 
（初期費用）

約150万円 約80万円 約90万円（※2）

管理外注コスト 
（２年目以降）

約60万円 約30万円 0円

合計採用コスト 約390万円 約200万円 約90万円

（※1）風俗営業等に対する従事は禁止 
（※2）理論年収の30％：年収300万円の場合



高度人材：国内採用型と海外招聘型の違い

国内採用型 海外招聘型

日本語能力 高 
N1～N3

低 
N2～N5

給料水準 日本人大卒程度 日本人高卒程度

母数 × ●

採用までの期間 ● ×
採用までの準備 ● ×
採用コスト × ●



ご紹介までの流れ

求人のご依頼
当社システムへ 
求人情報の登録

多言語翻訳により 
当社データベースへ配信

海外提携大学の教授・就職
課へ情報配信

提携大学での求人掲載

提携大学での就職説明会

応募者はシステム登録を行
い、WEB上から応募

オンライン若しくは現地説
明会を行い、候補者の選考

を実施

提携する行政書士事務処理
によるビザサポート業務 
（オプション）



1.申込 2.候補者スクリーニング 3.面接

約２週間 約２ヶ月 約１週間

１、求人情報ヒアリング 
２、翻訳・掲載作業 
３、SNS拡散・大学掲載

４.雇用契約

１、内定通知書 
２、労働条件通知書 
３、雇用契約書の締結（オンライン可） 
※最終面接日より２週間以内に合否の通知を 
弊社担当までお願い致します。

５.日本語教育

約２週間

約２ヶ月

１、日程調整 
２、面接orWEB面談（通訳付き） 
３、適性テスト（アレンジは別途費用必要） 
※面接は最大２回まででお願い致します。

６.生活支援

日本語会話に特化した日本語.COM 
https://ni-hong-o.com/ 
を無償提供（最大60レッスン） 
※雇用締結書を既に締結していることが、 
無償提供の条件となります。 

• • • •

７.勤務開始

１、物件の契約支援 
２、携帯電話の契約支援 
３、銀行口座開設の支援 
※必要な支援内容をサポート致します。

最短2ヶ月～最長6ヶ月程度

人材紹介のスケジュール概要　ー国内採用型ー

https://ni-hong-o.com/


1.申込 2.候補者スクリーニング 3.面接

約２週間 約２ヶ月 約１週間

１、求人情報ヒアリング 
２、翻訳・掲載作業 
３、SNS拡散・大学掲載

４.雇用契約

１、内定通知書 
２、労働条件通知書 
３、雇用契約書の締結（オンライン可） 
※最終面接日より２週間以内に合否の通知を 
弊社担当までお願い致します。

５.日本語教育

約２週間

約２ヶ月

１、日程調整 
２、現地選考会orWEB面談（通訳付き） 
３、適性テスト（アレンジは別途費用必要） 
※面接は最大２回まででお願い致します。

６.就労資格取得（海外在住者の場合のみ）

約２ヶ月

７.生活支援

日本語会話に特化した日本語.COM 
https://ni-hong-o.com/ 
を無償提供（最大60レッスン） 
※雇用締結書を既に締結していることが、 
無償提供の条件となります。 

• • • •

入国管理局へ提出する『採用理由書』の 
雛形をお渡ししますので、貴社にて申請作業
を行なって頂きます。 
※行政書士へ依頼することも可能です。 

入国管理局へ提出する履歴書や職務経歴書の
翻訳作業は弊社にて行います。

８.勤務開始

１、物件の契約支援 
２、携帯電話の契約支援 
３、銀行口座開設の支援 
※必要な支援内容をサポート致します。

人材紹介のスケジュール概要　ー海外招聘型ー

最短4ヶ月～最長10ヶ月程度

https://ni-hong-o.com/


▶︎基幹スタッフ（国内採用型による採用）

▶︎補助スタッフ（海外招聘型による採用）

・ベトナム人女性２８歳 
・日本語能力検定１級  

・日系企業での勤務経験３年 
・日本人管理職と海外招聘型スタッフとの調整役として
マニュアル作成や受け入れ体制構築、運営管理をサポー
ト 

・ベトナム人男性・女性２５歳～２９歳 
・日本語学科卒業 
・日本語能力検定４級 
・日系企業での勤務経験なし 
・日本での就労を希望する海外人材を３名採用希望 
→１５名の選考会を実施して結果６名採用

採用コスト 
８４万円/人×１名

1名

6名

採用コスト 
４０万円/人×６名

＜従来＞ 
留学生アルバイト６名、社員２名

＜新採用＞ 
正社員７名

（実績）テーマパーク運営企業の採用成功例

＝

＝

採用広告費＝毎年800万円 採用コスト324万円 



▶︎基幹スタッフ（国内採用型による採用）

▶︎補助スタッフ（海外招聘型による採用）

・ベトナム人女性２８歳～２０歳 
・日本語能力検定１級 or ２級 

・日系企業での勤務経験３年以上 
・日本人管理職と海外招聘型スタッフとの調整役として
マニュアル作成や受け入れ体制構築、運営管理をサポー
ト 

・ベトナム人男性・女性２２歳～２６歳 
・日本語学科卒業 
・日本語能力検定４級 
・日系企業での勤務経験なし 
・日本での就労を希望する海外人材を２０名採用希望 
→６０名の選考会を実施して結果２０名採用

採用コスト 
８４万円/人×３名

3名

20名

採用コスト 
４０万円/人×２０名

＜従来＞ 
技能実習生10名、留学生アルバイト15名

＜新採用＞ 
正社員２３名

（実績）空港内食品加工企業の採用成功例

＝

＝

技能実習生監理費+採用広告費＝毎年6,000万円 採用コスト1,052万



▶︎ITエンジニア（国内採用型による採用）
・ベトナム人男性２８歳 
・日本語能力検定２級 
・日系企業での勤務経験２年 
・通常の開発業務に加え、ベトナムオフショア開発を今後
推進していく担当職員として採用 

採用コスト 
105万円/人×１名

1名

（実績）IT企業の採用成功例

＝

（実績）バイオベンチャーの採用成功例
▶︎バイオエンジニア（国内採用型による採用）

1名

・ベトナム人女性２６歳 
・日本語能力検定３級 
・日系企業での勤務経験なし 
・細胞培養等の通常業務に加えて、ベトナムでの開発拠点
作りの中心スタッフとして稼働 

＝
採用コスト 

85万円/人×１名



『日本語会話』に特化した学習サービス
• •

▶︎日本語会話能力向上による生産性UP 

（業務会話・マニュアル理解・管理部門との連携　etc） 

▶︎外国人従業員向け福利厚生の充実 

（社会的アピール・他者との差別化） 

▶︎採用コストの大幅削減/外国人採用ブランドの向上 

（他社との差別化・離職防止）

日本語.COM　-雇用した従業員への日本語教育-



ベーシックプラン

日本語.COM　-法人向けプラン概要-

会員登録/支払

レッスン

個人会員

スタンダードプラン
会員情報の集約

会員の管理

支払

受講状況のレポート

レッスン

プレミアムプラン
スタンダードプラン　➕　法人ごとのオリジナル日本語会話プログラムの作成と提供

外国人従業員 企業内管理者

日本語.COM

日本語.COM



初期導入 
費用

月額費用 内容 プラン 備考

ベーシック - 800円/回～
1.動画教材見放題 
2.日常会話

8,000円：10回プラン 
4,000円：5回プラン -

スタンダード 30,000円

～5名：10,500円/人 
～20名：9,500円/人 
～100名：8,500円/人 
※1人10回まで

1.動画教材見放題 
2.日常会話 
3.受講状況レポート 
4.コーチング

法人契約プラン 
・6ヶ月プラン 
・12ヶ月プラン 
・24ヶ月プラン

・毎月1回、受講従業員のレ
ッスン予約・受講・欠席・特
記事項を企業管理者へレポー
ト

プレミアム 100,000円

～5名：18,500円/人 
～20名：15,500円/人 
～100名：12,500円/人 
※1人10回まで

1.動画教材見放題 
2.日常会話 
3.受講状況レポート 
4.コーチング 
5.オリジナルプログ
ラム

法人契約プラン 
・12ヶ月プラン 
・24ヶ月プラン

スタンダード 
＋ 

企業内で使われる用語・場面
会話を教材としてプログラム
化し、会話レッスンを反復練
習 
（製造・営業・事務etc）

日本語.COM　-法人向けプラン比較-



メディア掲載・受賞

日本経済新聞2020年1月10日朝刊 ビジコンOSAKA2019（大阪産業局）

ベンチャー大賞2019 受賞 
大阪市産業経営協会賞　受賞



弊社概要

▶会社名：GEパートナーズ株式会社 
▶設立　：2018年４月20日 
▶代表　：木本　佑史 
▶事業　：『JPスカウト』外国人の職業紹介事業 (https://jp-scout.com) 
　　　　　『日本語.COM』日本語学習オンライン事業 (https://ni-hong-o.com) 
　　　　　  海外展開支援事業 
▶所在地：大阪府大阪市中央区本町橋８-７　３F 
　　　　　東京都港区西麻布１-１４ー５　４F 
　　　     １1A Hong Ha Str, ward 2, Tan Binh District, HCMC 
▶資本金：900万円 
▶許認可：有料職業紹介　27-ユ-302459 
▶顧問　：岡橋　成恭（株式会社インサイト代表取締役） 
▶税理士：西　宏章（北斗税理士法人　代表社員） 

お問い合わせ先 📩：info@ge-partners.co.jp 

☎：06-6948-5653
外国人採用や日本語教育について、 
ご質問やご関心をお持ちの場合は、 
お気軽にお問い合わせ下さい。


