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ユナイテッドワールドは全国各地の⽇系
企業や外資系企業へ即戦⼒のエンジニア
やグローバル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：〒111-0032  東京都台東区浅草5-72-8 
• 事業内容：ハイクラス層と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. ビジネスサイドのご紹介

2. エンジニアのご紹介

営業、事業開発、経営企画、
マーケティング、コンサルタン
ト、広告運⽤など幅広い職種か
ら、部⻑や役員レベルまでご紹
介しております。

機械学習に⻑けて
いるMLエンジニア
やデータサイエン
ティスト、経験豊
富なバック&フロン
トエンド、インフ
ラ、iOS/Android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、即戦
⼒の⼈材をご紹介させて頂いており
ます。

事業サービス紹介



①経験豊富な即戦⼒の⼈材

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50%以上を占めます。
グローバル⼈材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。

海外のデータベースの活⽤や、海外在住のフリーランスや⼈材会社とも提携し、国内外
トップ⼤学出⾝の⽅、国費留学⽣、国⽴研究機関の研究者や⼤⼿企業でご活躍されてい
る⽅々など優秀なハイクラス・グローバル⼈材の⽅が多くご登録されています。

30代〜40代を中⼼とした即戦⼒の⼈材をご紹介しております。事業の⽴ち上げやマネジメ
ントをご経験された⽅々も多くご登録されています。部⻑や役員クラスのヘッドハンティ
ングもしておりますので、幅広いニーズにお応えすることが出来ます。

弊社のハイクラス層・グローバル⼈材の特徴



30代の⽅々を中⼼にご登録し
て頂いており、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。

資⾦調達をして上場を⽬指す
IT企業様を中⼼に、⼤⼿企業
様や外資系企業様までご紹介
させて頂いております。

⽇本在住の世界中から集められた優秀な登録者は7,000名！

登録者の特徴
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登録者はこのような⽅々です（エンジニア）

国籍：⽇本
年齢：20代
学歴：慶應義塾⼤学
現職：ITベンチャー企業
希望年収：1,100万円

【学歴/経歴の詳細】
・⼤学在住中にインターンシップにてWantedlyやDeNAで機械学
習エンジニア、データサイエンティストをご経験されました。
・⼤学卒業後は⼤⼿⾦融会社にご⼊社されソフトエンジニアとし
て⾦融決済のオペレーション⾃動化、UIの作成をご担当されてお
りました。
・現在は機械学習エンジニアとして画像認識、物体検知に携わら
れております。
・Kaggleで準優勝、ハッカソンで優秀賞を受賞されています。

【スキル・経験】
Python５年、Machine Learning５年、Java４年、Kotlin２年

ML/バックエンドエンジニア

国籍：⽇本
年齢：20代
学歴：奈良先端科学技術
⼤学院⼤学
現職：⼤⼿ガス会社
希望年収：600万円

【学歴/経歴の詳細】
・ 新卒で⼤⼿ガス会社へ⼊社されてから、研究グループにてフプラ
スチック樹脂の組成改良や顧客案件の技術サポートに関連した業務
を2年経験されました。
・その後はデータサイエンスや計算化学のアプロ ーチを社内研究
テーマで応⽤する業務を担当され、研究テーマが抱える課題の 要件
定義、データ分析、機械学習モデルの構築と活⽤により問題解決を
図り、2年間で11テーマに着⼿・研究開発スピード加速に貢献されて
います。

【スキル・経験】
Python3 (NumPy, Pandas, Scikit-learn, matplotlib),探索的データ解
析, PCA, k-means, decision tree, L1/L2 regularization, Cluster 
Analysis

MLエンジニア

国籍：インド
年齢：30代
学歴：RGPV
現職：⼤⼿IT企業
希望年収：800万円

バックエンドエンジニア

【学歴/経歴の詳細】
約12年間の職務経験をお持ちでアプリケーション開発、デプロ
イメント、CI/CDのご経験を積まれてきました。
・インドの⼤学をご卒業後は、Eラーニングシステムの開発者
としてキャリアをスタートされ、他にはモバイルアプリケー
ションや保険や銀⾏のシステム開発に携わられました。
・現在は⼤⼿IT企業にて、アプリケーション開発に従事され、
フロントエンドの開発やデプロイメントをご担当されています
（React Framework）。JavaScriptのフレームワークを得意と
されていますが、どのフレームワークにもご対応可能です。

【スキル・経験】
JavaScript, Typescript, Es6, Sass, Less, Core JAVA, Node.js, 
React, Angular, Redux, D3JS, jQuery, Jest, Jasmine, karma, 
NightWatch, webpack, gulp, AWS Lamda,

国籍：ベトナム
年齢：20代
学歴：ハノイ⼯科⼤学
現職：⼤⼿IT企業
希望年収：620万円

フルスタックエンジニア

【学歴/経歴の詳細】
・ベトナムの名⾨⼤学をご卒業後に来⽇され、IT 企業に就職し
てフロントエンドからバックエンド、インフラ開発まで⾏なっ
ておりプロジェクト全体に携わられました。
・現在は⼤⼿Sierにて、バックエンド開発兼プロジェクト管理を
ご担当されています。
・業務では100％⽇本語を使⽤されており、仕様書の作成から顧
客とのミーティングも⽇本語でこなされています。

【スキル・経験】
Ruby on rails(6 年),C#(3 年), Python(2 年),JavaScript(6 年), 
Vue.js(3 年)、バックエンド(6 年) フロントエンド(6 年) インフ
ラ(3 年)



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



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

• 設⽴：2019年8⽉2⽇

• 資本⾦：5,000,000円

• 所在地： 〒111-0032  東京都台東区浅草5-72-8 

• 事業内容：エンジニアと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。


