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ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイト「Daijob.com」を展開するヒューマングローバル

タレント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：横川 友樹、以下「当社」）が、転職イベント「第 46 回

Daijob Career Fair」を 2022 年 12 月 2 日（金）に AKIBA_SQUARE（東京都：秋葉原）で開催します。 

(https://www.daijob.com/cfair/place/52)  

 

【本件のポイント】 

 

【本件の概要】 

多くの企業やビジネスシーンで DX 化が進み、テレワークなどのさまざまな働き方が広がっていますが、グローバル拠点の企

業に対する関心も高まっています。Daijob.com 登録者の希望勤務地も、「日本のみ」や「海外のみ」から、「日本と海外」

を選ぶ人の割合が昨年よりも増えています。そのような状況の中、今回の「Daijob Career Fair」は、世界各国に拠点を

持つグローバル企業をはじめ、国内外のビジネスに関わる企業が多数集結します。 

また本イベントは、コロナ禍の影響で転職活動の主流がオンラインへと変化する中、会場内で採用担当者と対面でコミュ

ニケーションが図れるため、母国語が日本語以外の求職者からも大変好評を得ています。イベント内で開かれる無料セミナ

ーでは、外国人向け、日本人向け、それぞれの転職に役立つ講義で、転職の成功を手厚くサポートいたします。 

 

■英語などの語学力を活かして働きたいグローバル人材のための転職イベント「第 46 回 Daijob Career Fair」を

2022 年 12 月 2 日（金）、AKIBA_SQUARE（東京都：秋葉原）で開催 

■世界各国に拠点を持つグローバル企業が多数出展 

■採用担当者と直接対面できる貴重な転職活動の場を提供 

世界各国に拠点を持つグローバル企業が多数出展！ 
グローバル人材向けの対面型転職イベント「Daijob Career Fair」 

12 月 2 日（金）に秋葉原で開催 



 【開催概要】 

日時：2022 年 12 月 2 日（金）16:30～20:30 

（最終入場 20:00） ※入退場自由 

会場：「AKIBA_SQUARE」（アキバ・スクエア）  

東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 2F 

対象者：語学力を活かして働きたいバイリンガルの方 

参加費：無料（転職イベント参加後、アンケートにご回答いただいた

求職者様には、抽選で 10 名様に Amazon ギフト券 3000 円分を

プレゼント） 

入場形態：入退場自由、入場無料 

参加登録は、以下 Official URL から受付中  

■Official URL：https://www.daijob.com/cfair/place/52 

 

■出展企業 

・Military AutoSource Inc.： 世界的な組織「Overseas Military Sales Group」の一部門であり、北米、中

米、南米、ヨーロッパ、中東、アジアなど、多くの国で事業を展開。 

・J スタイルズ：日本の飲食・観光業を通じて、日本と日本人の素晴らしさを世界に広める、グローバルな企業。 

・サクラインターナショナル株式会社：国内外の展示会や見本市、世界会議、ワールドスポーツイベントなどにおいて、総

合企画・デザイン・製作／施行・運営および主催者向けのサポート管理業務などを展開。 

・SHAHANI ASSOCIATES 株式会社：厚生労働省の認可を受け、中間管理層から役員層にいたるエグゼクティブ

クラスのコンティンジェンシー・サーチ（完全成功報酬型）およびリテイナー・サーチ（固定報酬型）の各サービスを提供。 

・Trip.com グループ：世界中の旅行者に旅行商品やサービスを提供。2003 年に NASDAQ、2021 年に HKEX に

上場し、世界のリーディングオンライン旅行ブランドになることを目指している。 

・TECH MAHINDRA Limited：インドの多国籍情報技術サービス、およびコンサルティング会社。 

・株式会社アイティーフューチャー：オープン系、Web 系システムの設計・開発を中心に手掛けている。高い技術力が多

方面から評価されており、大手 SIer や直接取引を行う大手企業から厚い支持を獲得している。 

・リトマスオートメーションジャパン株式会社：米国カリフォルニア州サンノゼに本社を置く、デジタルトランスフォーメーション

プロジェクトのソフトウェアプロバイダー。 

・株式会社エグゼクティブプロテクション：世界経済と町の安全を守るセキュリティ会社。クライアントの多くは世界的外資

系企業と日本国内の自治体です。安定した高収入、セキュリティのプロフェッショナルとして、キャリアアップが可能です。 

・株式会社 AD インタラクティブ：AI や IoT など最先端の分野で海外ベンダーと協力して開発を行うソフトウェア会社。 

・株式会社アスカ：英会話講師をはじめ、通訳、翻訳、営業、マーケティングなどの分野で、外国人や語学を活かして活

躍したい方の就職支援を展開。 

・ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜：世界の名門リゾートとして、上質なホスピタリティを提供するアーバンラグジュアリーホ

テル。 

・4M Career 株式会社：IT と自動車関連に強い職業紹介会社。日系大手や在日の外資系取引企業との取引が

多く、さらにインド系企業の案件も数多く展開。 

・ゲームズワークショップ日本支店：イギリス・ノッティンガムに拠点を置き、世界最高のファンタジーミニチュアを製造してい

る。世界 50 ヵ国以上、523 店舗を超える直営店や小売店、さらにウェブストアも運営している。 

・株式会社 ACROSEED：ビザ申請サービスや外国人雇用の労務管理など、外国人に特化した専門性の高い法務サ

ービス事業を展開。 



・Humble Bunny 株式会社：日本市場におけるグローバルブランドのマーケティング支援をはじめ、広告、ブランディン

グ、コミュニケーション、イベント開催（オンライン／オフライン）なども手掛けている。 

・大川株式会社：BPO を課題解決に導く複合型ソリューション会社。 

・GMO リサーチ：先進的なネットリサーチで 日本とアジアのマーケティングプロセスに新しい価値を提供している。 

・学校法人グロービス経営大学院：日英の 2 言語で MBA プログラムを提供する日本最大のビジネススクール。 

・株式会社 BESW：企業のマーケティングプロジェクトを成功させるスペシャリスト集団。 

・RGF プロフェッショナルリクルートメントジャパン：外資系・日系グローバル企業の転職エージェント。 

・Crimson Education Japan 株式会社：海外進学のサポートに特化した EdTech 企業。 

・ヒューマンリソシア株式会社：教育をバックボーンとする総合人材サービス会社として多角的な人材事業を展開。 

（順不同）その他、オフィシャルサイトで随時更新中！ 

 

 

■転職お役立ちセミナー 

テーマ：元・外資系人事部長が語る、転職を成功させるために、確認しておきたいポイント 5 つ 

登壇：（株）AT Globe （エィティ グローブ） 代表取締役 グローバル・キャリア・カウンセラー：鈴木 美加子 氏 

 

テーマ：ワーホリ・留学経験を活かしたキャリアを掴むための 3 つのポイント 

登壇：株式会社 J スタイルズ 代表取締役 平渡 淳一 氏 

 

テーマ：SNS マーケティング業界で活躍するための必要なスキルとは？ 

登壇：株式会社 BESW 代表取締役社長 田中 千晶 氏 

 

テーマ：特定技能の基礎知識 

登壇：行政書士法人 ACROSEED 法人部門 チェン ヤスミン 氏 

その他、セミナー情報もオフィシャルサイトで随時更新中！ 

 

■コンシェルジュスタッフ常駐 

会場内には、求職者と企業のマッチングをサポートするコンシェルジュスタッフが常駐。来場者の希望に合う企業をご案内し

ます。 

 

■本イベントは、感染症予防対策を実施の上、開催いたします。ご来場の皆様は、感染予防のため下記のご協力を

お願いいたします。 

・ご来場者・ご出展企業の皆さまに、手洗い・手指の消毒・ソーシャルディスタンスの確保・咳エチケットなどの注意喚起を行

うことをご了承ください。 

・ご来場者・ご出展企業の皆さまは、マスク着用を必須とさせていただきます 

・建物内にアルコール消毒液を用意しておりますので、ご利用をお願いいたします。 

予防対策の詳細は、以下からご確認ください。 

https://go.daijob.com/1202_daijobcf_countermeasures_against_covid-19 

 

◆企業様からの出展料金や詳細のお問い合わせは、こちらから。 

Mail：adsales@daijob.com 

https://go.daijob.com/1202_daijobcf_countermeasures_against_covid-19
mailto:adsales@daijob.com


■ヒューマングローバルタレント株式会社について 

ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイト Daijob.com は、1998 年のオープンより日本を中心

に、会員数 67 万人、求人掲載数常時 10,000 件以上と、世界 27 カ国、のべ 8,400 社以上の外資・日系グローバル企業

から高い評価を得てきました。他にも海外転職専門の「Working Abroad」や、職種やスキルに特化した「Daijob 

Specialists」シリーズの転職サイトを展開し、ダイレクトリクルーティングを含め、企業と求職者との効率的なオンラインマッチングの

場を提供しています。 

■ヒューマングループについて 

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、IT と多岐にわたる事業を展開しています。

1985 年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高

齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組み、独自のビジネスモデルを展開して

きました。 

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられた SDGｓ（持続可能

な開発目標）にも積極的に取り組んでいきます。SDGｓへの貢献を通じて、「為世為人」の実現を加速させ、より良い社会づく

りに貢献していきます。●ヒューマンホールディングス WEB サイト：https://www.athuman.com/ 

 

会社概要 

ヒューマングローバルタレント株式会社 

●代表者：代表取締役 横川 友樹 ●所在地：東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 25 号 西新宿プライムスクエア 2F 

●事業内容：バイリンガルに特化した就職・転職の求人広告事業、人材紹介事業、イベント事業 

●資本金：1,000 万円 ●URL：https://corp.daijob.com/ ●運営サイト：https://www.daijob.com 

■本件に関するお問い合わせ■  ヒューマングローバルタレント株式会社 事業推進室 岩木  

TEL：03-6680-6833     FAX：03-6680-6464     Email：info@daijob.com 

■ヒューマングループに関するお問い合わせ■ ヒューマングループ 広報担当 若林、平 

Email：kouhou@athuman.com 

https://www.athuman.com/
https://www.daijob.com/

