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ユナイテッドワールドは⽇本の学校で勉強をし
た、もしくは⽇系企業で労働経験のある優秀な
グローバル⼈材（⾼度外国⼈⼈材）をご紹介す
る会社です。

• 会社名：ユナイテッドワールド株式会社
• 代表取締役：朝⽇将
• 設⽴：2019年8⽉2⽇
• 資本⾦：5,000,000円
• 所在地：〒305-0044 茨城県つくば市並⽊2-11-24
• 事業内容：グローバル⼈材に特化した⼈材紹介

会社概要

会社概要



3. バックオフィスのご紹介

1. エンジニアのご紹介

2. ビジネスサイドのご紹介
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
ケティングなど
の職種にご紹介
しております。

機械学習に⻑けているAI
エンジニアや経験豊富な
バック&フロントエンド、
インフラエンジニアやデ
ザイナーの⽅をご紹介し
ております。

事務、通訳、受
付、介護職員、
コンビニ店員な
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。

３つの分野の⼈材に特化してご紹介
させて頂いております。

事業サービス紹介



①⽇本の⼤学を卒業した、もしくは⽇本の企業で働いたことがある⼈材

②世界中から⽇本に集まった優秀な⼈材

③⾼い専⾨性と語学⼒を持つ⼈材
MBA、修⼠、博⼠の学位を所持され⾼い専⾨性を持つ⽅が登録者の70%を占めます。語
学⼒に関しては⽇本語と英語が出来、尚且つ⺟国語が出来るトリリンガルの⽅が多く登
録されています。

各国のトップ⼤学出⾝の⽅、厳しい審査を通過し⽂科省から奨学⾦を得て⽇本の名⾨⼤
学に通う国費留学⽣、国⽴研究機関や⼤⼿⽇系企業でご活躍されている⽅々など優秀な
グローバル⼈材の⽅が多く登録されています。

弊社の登録者は⼤学を卒業後に⺟国で就業経験を積み、現在⽇本の⼤学院に通っている⽅、
もしくは⽇本の企業で働いている⽅が⼤半です。⽇本での⽣活や就業経験を既にお持ちの
⽅なので、⽇本の⽣活や⽂化、価値観を理解しており、⽇本企業への適応⼒が⾼いです。

弊社のグローバル⼈材の特徴



若⼿からミドルの層が多く、
⽇本で就業経験のある即戦⼒
の⼈材をご紹介させて頂きま
す。

外国⼈を紹介する会社はアジ
ア⼈の紹介がほとんどですが、
弊社は⽐較的様々な国籍の
⽅々が登録しています。

エンジニアの⽅が多く海外営
業やマーケティングなどのビ
ジネスサイドのご紹介も強み
としています。

⼩さな規模の会社様が⼤く、
資⾦調達をして上場を⽬指す
IT企業へのご紹介実績が多い
です。

⽇本在住の世界中から集められた優秀な登録者は6,000名！

登録者の特徴
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登録者はこのような⽅々です

国籍：中国
年齢：20代
学歴：東京⼤学

【学歴/経歴の詳細】
・中国の⼤学を卒業後、ゲーム会社にUnity3Dエンジニアとして⼊社し、C#
での機能追加、NGUIツールセットを使⽤したGUI構築や2Dレンダリングの業
務を担当。
・その後はUnity 3Dフロントエンドエンジニアとしてゲーム会社で勤務され、
モバイル3D MMO-RPGプロジェクトに携わる。⾃動戦闘AIやLuaベースのビ
ゲーションなどのゲームプレイ機能の実装を担当。
・国費留学⽣として東京⼤学の修⼠課程に進学しグラフィック分野の研究を
⾏い、CGにおいて⽣物学的に⽻がどのように⽣成され、成⻑していくかを研
究する。
・スクウェア・エニックス社のハッカソンの⼤会にチームで出場し⼤賞を受
賞。他、中国でのハッカソンにも出場し開発賞を受賞。
・現在はゲーム会社にてグラフィックスアプリケーションやミドルウエアの
開発に従事。
【スキル】
プログラミング：C++, C#, Lua, JavaScript Cg/HLSL, GLSL, OpenGL CU

ゲームグラッフィク
エンジニア

国籍：バングラディシュ
年齢：20代
学歴：九州⼯業⼤学

【学歴/経歴の詳細】
・バクラディシュの⼤学を卒業後に⼤⼿電⼦企業に5年半勤務し、ソフト
ウェアエンジニアとして、アンドロイドアプリケーション開発を担当。Java
を使⽤してのコーディング、バグの対応、メンテナンスにも従事。2018年に
はリードエンジニアに昇進し、メインの開発をする傍ら他のエンジニアの教
育も兼任。
・九州⼯業⼤学の修⼠課程に進学し、⼈間の活動データの認識⽅法について
様々なデータ、転移学習( Transfer Learning)、機械学習を活⽤して研究し
ている。他にも、ビッグデータやディープラーニングを⽤いての気候の予測、
画像認識の技術を⽤いての脳の腫瘍を発⾒する研究にも携わる。
・現在はAIベンチャー企業にて様々なAIソリューションの開発に携わってい
る
【スキル】
機械学習、ディープラーニング、転移学習
プログラミング：Java (5年); Python, JavaScript (1年), MySQL, C/C++, 
Python, 

AIエンジニア

国籍：中国
年齢：20代
学歴：台湾⼤学

事業開発 【学歴/経歴の詳細】
・台湾トップの⼤学を卒業後にチリの⼤学で1年間の留学を経験。
・卒業後はノートパソコンを開発する会社に⼊社し、南⽶でのシェア拡⼤の
ためチリで海外⽀社の⽴ち上げに携わり、営業＆マーケティング、顧客や代
理店、台湾本社と中国の⼯場のコーディネートとマネジメントを兼務しなが
ら、チリ（2016年6％→2017年11％）アルゼンチン（2015年7%：→2016
年：11％）の市場シェア拡⼤と売上利益増加に貢献。
・⼈材紹介会社で営業を経験した後、現在はITベンチャー企業で台湾の顧客
含め、新規顧客開拓のための事業開発とマーケティングを担当。
【スキル・経験】
・営業、マーケティング、事業開発
・語学⼒：中国語、⽇本語、スペイン語
・⽇本語能⼒1級所持
・TOEIC 980点保持

国籍：フィリピン
年齢：20代
学歴：ザ・フィリピ
ン・ディリマン⼤学

プロジェクト
マネージャー

【学歴の詳細】
・フィリピン名⾨⼤学のザ・フィリピン・ディリマン⼤学に進学し、電⼦⼯
学や C、MySQL などプログラ ミング⾔語なども学ぶ。
・在学中に優秀な成績を収めたことから⽇本の⼤⼿企業が開催するインター
ンシップに招待され、そこでも優秀なパフォーマンスが認められ、正社員の
オファーを獲得し⼊社。
・現職ではビジネス戦略チームに配属され、多国籍からなる開発メンバーを
指揮し、エンジニアと議論を重ねながら、戦略⽴案、売り上げ予算管理、
マーケティング⽅法や⽬標設定管理を担当。他にも商品改善のため顧客の情
報やアンケート収集とレポート作成などを兼任。
【スキル・経験】
・プロジェクトマネジメント
・サーキットモデルシュミレーション
・⽇本語能⼒1級所持



採⽤が決定するまで何名でも無料でご紹介させて頂きますので、
リスクを抑えて採⽤が出来ます。

スクリーニング
＜⼀次選考代⾏＞

サービスの特徴

安全の成果報酬
＜初期費⽤無料＞
完全成果報酬型ですので、
初期費⽤は⼀切かかりませ
ん。何名でも採⽤が決まる
まで、無料でご紹介させて
頂きます。

ビザの切り替え
＜サポート＞

就労ビザへの切り替えが必
要な候補者に関しては、取
得までサポートをさせて頂
きます。

求⼈作成代⾏
＜英⽂でも可能＞
求⼈を作成していない場合、
弊社で求⼈作成をさせて頂
きます。また、英⽂での求
⼈もご⽤意可能です。

しっかりとバックグランド
や経歴をチェックし、ご要
望に合う⽅か審査してご紹
介するので、貴社の採⽤時
間の短縮に繋がります。

貴社の採⽤時間短縮になるよう親⾝にサポートさせて頂きます。



求めている⼈材、採⽤に
ついての課題、現在の採
⽤状況や会社状況につい
てヒアリングさせて頂き
ます。採⽤の悩みなど、
どんなことでもお気軽に
ご相談ください。
（オンラインでも可）

作成した求⼈、ヒアリン
グした内容に基づいて、
弊社のデータベースから
の⼈選、応募者を募りま
す。レジュメと推薦状を
添えてメールでご推薦し
ます。

ご⾯接をご希望される場
合、⽇程調整をします。
⾯接詳細についてお伝え
ください。⾯接結果につ
いてフィードバックを頂
くことが良い候補者をご
紹介する上で⼀番重要で
す。

全ての選考を終え、内定
を決定される場合は雇⽤
契約書の発⾏をお願いし
ます。条件交渉について
も弊社が間に⼊り、候補
者に内定受諾をして頂く
ため尽⼒いたします。

01
打ち合わせ

Service Flow 02
推薦

Service Flow 03
⾯接

Service Flow 04
内定

Service Flow

初回の打ち合わせから候補者への内定までのサービスの流れとなります。

サービスの流れ



採⽤される⽅のビザ（在
留資格）が貴社で勤務出
来るか確認します。
＊チェックついては⾯接
をする前に確認すること
をお勧めします。詳くは
打ち合わせの際にご説明
させて頂きます。

就労ビザをお持ちでない
⽅は、就労ビザの申請が
必要です。⼊管管理局に
提出する書類を準備し、
就労ビザの申請を⾏いま
す。弊社から申請につい
てもサポートさせて頂き
ます。

05Service Flow 06
ビザの申請

Service Flow 07
就労開始

Service Flow 08
就労開始後

Service Flow

採⽤担当者の⽅の負担がないよう⼊社までサポートさせて頂きます。

就労までの流れ

ビザのチェック

就労ビザを取得後、晴れ
て就労開始となります。
会社側はハローワークに
届出を提出します。⼊社
される⽅も届出を⼊管管
理局に提出します。

社会保険の加⼊や給与の
計算⽅法は⽇本⼈と相違
はありません。会社側の
⼿続きではありませんが、
ビザには期限がありご本
⼈が更新の必要があるこ
とを覚えておいてくださ
い。

＊既に就労ビザをお持ちの⽅はビザの申請は必要ございません



ご利⽤料⾦

返⾦規定

採⽤決定者の理論年収の35%
【⽀給額（基本給＋変動しない固定の諸⼿当）＋賞与】
＊年俸制の場合は年歩総額を理論年収とします
＊賞与は前年実績の平均額
＊変動しない固定の諸⼿当とは、基本給に上乗せされて⽀給される
技術職⼿当など
＊変動する諸⼿当は対象外
（残業⼿当、休⽇出勤⼿当、皆勤⼿当、住宅⼿当など）
＊⾮課税の通勤⼿当は対象外

候補者が早期退職された場合、下記の規定に沿って成果報酬をご
返⾦させて頂きます。
⼊社後１ヶ⽉以内の退職： 紹介⼿数料の５０％
⼊社後３ヶ⽉以内の退職： 紹介⼿数料の２０％

サービスのご利⽤料⾦



担当者連絡先

Mail: info@unitedworld.jp

お問い合わせ

• 会社名：ユナイテッドワールド株式会社

• 代表取締役：朝⽇将

• 設⽴：2019年8⽉2⽇

• 資本⾦：5,000,000円
• 所在地：〒305-0044 茨城県つくば市並⽊2-11-24

• 事業内容：グローバル⼈材に特化した⼈材紹介

会社概要

この度はお忙しい中時間を割いて資料をご覧になって頂きありがとうございました。
サービスについてご質問、ご要望がある場合、まずは下記のメールへご連絡お願いします。


