
会社案内
株式会社エアーパス

弊社は、企業財務コンサルタントと入管業務専門行政書士が立ち上げた
有料職業紹介・人財(人材)支援コンサルティング会社です。

AIRPASS Co.,Ltd.
Company Profile



会社概要
会社名 株式会社 エアーパス AIRPASS Co.,Ltd.

住所 〒410-2114
静岡県伊豆の国市南條７６１番地の２－３０６号室

電話番号・FAX番号 TEL/FAX 055-949-0890

URL https://www.facebook.com/airpass.co.jp/

E-mail 代表 info@air-pass.co.jp
求人・求職問合せ airpass2020@gmail.com

資本金 8,500,000円

役員構成 代表取締役社長 渡辺 良勝
取締役Ｈ.Ｒマネージャー 堀江 宏昭

許可等 ■1号特定技能外国人登録支援機関19登-000586）
■有料職業紹介業（22ーユー300633）

事業内容

・１号特定技能外国人支援計画の実施
・在留外国人の生活サポート業務
・無料、有料職業紹介業
・人材育成コンサルティング
・在留資格制度に係る各種相談及び手続きサポート
（弊社取締役である行政書士が対応します）

・弊社クライアント(人材受入先)企業様に対する事業戦
略コンサルティング及び資金繰りコンサルティング

業務提携先
パートナー企業

■日本国内
・アジア人材合同会社セイコーオゾン

（http://seikoozon.com）

■フィリピン共和国 送出機関
・BEI MANPOWER AGENCY(http://beimanpower.com/）

■ベトナム社会主義共和国 送出機関(業務提携準備中)
・MINH THANH TRADE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

（http://minhthanhjsc.com.vn/）

■スリランカ民主社会主義共和国 送出機関(業務提携準備中)
・SAMURAI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE



弊社経営理念・ミッション

～経営理念～
共創・共栄

全ての企業は、『商品・製品の製造、販売、流通、役務の提供』という経営活動
を通じて、顧客や関連する企業やそこで働く従業員、従業員の家族、そのお店や
会社が存在する地域に何らかの影響を与えています。

影響を与えるという事は、その人の人生やその企業の社歴に関わる事だと言えま
す。弊社(AIRPASS)が支援するという事は、その労働者の人生の１ページ、その雇
用先企業の社歴の１ページに弊社の名が刻まれる事であり、その労働者の人生や
その雇用先企業の社歴を一緒に創る事だと私達は考えています。

だから、中途半端な関わり方はしたくないのです。弊社ができる事全てを注いで
関わって行きたいのです。ほんの一瞬かもしれませんが、あなたと同じ人生を歩
み、御社と同じ社歴を歩むのですから、真剣に向き合って行きたいのです。

弊社が提供するサービス及び支援は、労働者の雇用機会の創出と企業の人材不足
の解消を図る事が出来ます。それは、労働者本人と労働者の家族、就職した企業
で働く従業員とその家族、弊社のスタッフとその家族、の全てをHAPPYにするこ
とが出来ます。

だから、『共にビジネスや機会を創り』その結果として、『共に栄えて行く』事
が大事であり、そのために弊社は存在しており、そこに弊社の存在価値と存在意
義があると信じています。

～ミッション～
アジア全域の労働人財の需要と供給を

マッチングさせていく
弊社は、日本人労働者だけにとどまらず、フィリピン人を皮切りにアジア全域の
労働者の雇用機会の創出を支援していく予定です。

日本という狭い島国感覚ではなく、アジア全域という広い視野で労働力・労働人
財の需要と供給をマッチングさせていく事が弊社のミッションです。



外国人材雇用支援の流れ

求職者

弊社 求職者サイトへの登録
または、送出機関で登録

・日本語能力の学習やレベル確認
・特定分野における技能検定取得の確認

マッチング

求人企業

求人希望情報をヒアリング

弊社 求人企業サイトへ登録

特定技能外国人支援契約の締結

マッチング結果のご提案

・求人希望先企業情報の提供
・送出機関内での剪定

・条件等の検討

採用者へガイダンス等
日本に来るための準備

求職者と求人企業とで面接の実施（現地へ渡航・ネット面接）
・就職及び採用検討

特定技能外国人支援計画の策定

日本に入国するためのビザ申請手続き

入国 受入れ準備

最
短
４
ヶ
月

最
長
６
か
月

～日本国内での準備～～送出し国側での準備～



どうして外国人材を雇用するのか？
どうして外国人を雇用するのか？

日本人ではなく外国人を雇用する理由は？

これを明確にしていないと、雇用までの手続きや雇用
後の困難に直面した際に後悔するからです

外国人材を雇用するのは、日本人を雇用するに比べて手続き
や雇用後の手間やコストが予想以上に掛かります。

・入管への申請
・ビザの管理や更新管理

・日本語でのコミュニケーション
・英語等でのコミュニケーション
・日本の文化や習慣への対応支援

etc

（NGな理由）
・安い労働力を確保したい
・誰でもいいから人手が欲しい
・日本人は募集しても来ない
・日本人はすぐにやめてしまうから

etc

（GOOGな理由）
・外国人材が持つホスピタリティが
当社の業務に必要

・業務上、英語力がある人材が必要
となった

・海外との取引が多くなったから
・人手不足が深刻で、日本人・外国
人の違いは関係なく、人手が欲しい

etc

外国人材は二か国語以上の言語を話すことができる人材もいますし、仕事に対
しても非常にまじめに働いてくれるので、外国人材を雇用する際は日本人と同
等の待遇が必要になります。何よりも大事な事は、雇用した外国人が「人材」
になるか？または「人財」になってくれるか？もしくは「人罪」になってしま
うか？は雇用する企業の経営体質や経営者の資質、雇用処遇や職場環境、既存

の日本人従業員の受け入れ理解度によって大きく変わるという事です。

外国人材を「人財」にするためにも、弊社(エアーパス)を活用ください。



「 「技能実習」と「特定技能」の比較

技能実習 特定技能

目的 国際貢献（日本の技術・技
能の移転） 人手不足の解消・労働力の確保

活動範囲
技能等の習得(1号)・習熟(2
号)・熟達(3号)が見込める職
種・作業

特定産業分野(14職種)

受入国・
送出国

原則自由
＊ベトナム、中国、フィリ
ピン、タイ、インドネシア
の５か国で約95％を占める

二国間の協力覚書提携
＊フィリピン、中国、カンボジア、
ネパール、ミャンマー、モンゴル、
スリランカ、インドネシア、ベト
ナム、バングラデッシュ、ウズベ
キスタン、パキスタン、タイ

在留期間
最長５年
＊技能実習期間中は

原則帰国不可
通算で最長５年
＊在留期間中の帰国可

受入れの
構造

組合等の監理団体が
間に入る

外国人労働者と受入先企業との直
接雇用契約

賃金 日本人労働者と同等以上

受入れの
水準

技能
水準

前職での仕事経験
要件あり

技能
水準

働く産業分野での相当程
度の知識や経験が必要
＊技能検定合格者

日本語
水準

入国時に日本語が
喋れなくてもOK
＊実習中に検定試
験あり

日本語
水準

ある程度の日常会話がで
き、生活に支障がない程
度の日本語力が必要
＊日本語検定4級以上

「外国人を雇う」というとすぐに頭に浮かぶのは「技能実習生」ではないでしょうか？ニュース
などでもよく耳にしますよね。

外国人が日本で働くことが出来る資格には、技能実習という資格以外にも数種類ありますが
（就労が認められている資格には、高度専門職、技術・人文・国際業務、介護、永住者、日本人
の配偶者、定住者など）、資格を取るためのハードルが一般的に低い分類に入る「技能実習」と
「特定技能」の資格等の違いを下記に記しておきます



外国人材の日本語能力とは？
日本語検定によって日本語能力を判定

日本語の能力レベルを測る試験にはいくつかの試験がありますが、有名なのは日本語能力試験
JLPT(Japanese Language Proficiency Test)です。5つのレベルがあり最も優しいレベルがN5で、最も難
しいレベルがN1です。

引用：日本語能力検定試験JLPT N1～N5認定の目安（https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html)

レベル 各レベルの認定の目安を【読む】【聞く】という言動行動で表します。それぞれのレベル
には、これらの言語行動を実現するための言語知識が必要です。

N1

幅広い場面で使われる日本語を理解することができる
・幅広い話題について書かれた新聞の論説、評論など、複雑な文章や抽象度が
高い文章を読んで、文章の構成や内容を理解することができる
・様々な話題の内容に深みのあるある読み物を読んで、話の流れや詳細な表現
意図を理解することができる

幅広い場面において自然なスピードのまとまりのある会話やニュース、講義を
聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係や内容の論理構成などを詳細に理解
したり、要旨を把握したりすることができる

N2

日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語を
ある程度理解することができる

・幅広い話題について書かれた新聞や雑誌の記事・解説、平易な評論など、論
旨が明快な文章を読んで文章の内容を理解することができる
・一般的な話題に関する読み物を読んで、話の流れや表現意図を理解すること
ができる

日常的な場面に加えて幅広い場面で、自然に近いスピードの、まとまりのある
会話やニュースを聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係を理解したり、要
旨を把握したりすることができる。

N3

日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
・日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を、読んで理解する
ことができる。
・新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる
・日常的な場面で目にする難易度がやや高い文章は、言い換え表現が与えられ
れば、要旨を理解することができる。

日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話
の具体的な内容を登場人物の関係などと合わせてほぼ理解できる。

N4

基本的な日本語を理解することができる
基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、
読んで理解することができる。
日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解でき
る。

N5

基本的に日本語をある程度理解することができる
ひらがなやカタカナ、日常生活で用いられる基本的な漢字で書かれた定型的な
語句や文、文章を読んで理解することができる
教室や身の回りなど、日常生活の中でよく出会う場面で、ゆっくりと話される
短い会話であれば、必要な情報を聞き取ることができる

読む

聞く

読む

聞く

読む

聞く

読む

聞く

聞く

読む

N1
(難易度)

N5

難
し
い

易
し
い

中
間



有料職業紹介事業

職業紹介とは、派遣や紹介予定派遣とは異なり、御社の希望に合う人
材（正社員）を当社からご紹介をするサービスです。

人材採用には、ハローワークに求人を出す、求人雑誌や転職サイトに
求人を出すなど様々な方法がありますが、基本、御社が出した求人条
件等を見た求職者の方々が御社に問い合わせをしてきて、面接等をし
ていく流れになっていると思います。

これでは、求職者が問い合わせをしてきた都度、御社の採用担当者や
社長が対応をしなければならなくなり、非常に手間がかかりますし、
時間的ロスが大きくなります。

しかし、職業紹介サービスを活用することにより、募集・採用に関わ
る工数や費用が削減でき、当社による的確な人材紹介によりミスマッ
チを防止できます。

・求人活動
・求職者の一次審査と選定

までを、外部にアウトソースすることにより、人材採用までの工数と
手間を削減できるのがメリットになります。

勿論、御社は紹介をしてもらう事になるので、御社と求職者の間で直
接雇用契約が成立した場合には、当社に紹介手数料をお支払いいただ
きます。

ただし、直接雇用契約が不成立の場合は、紹介手数料は発生いたしま
せん。



職業紹介とは
１）御社の希望する人材をヒアリング

御社が希望する人材の採用に関するご要望について、ご指定頂いた日
時にて当社職業紹介責任者又は職業紹介担当者が御社へ伺い、御社が
希望する人材像や条件をヒアリングさせて頂きます。

是非、御社の業務における想いや理念、求人が必要となった経緯、必
要な人数・必要スキルや年齢・希望採用時期などをお聞かせください。

単なる紹介代行屋というのではなく、御社の社外人材採用担当者とい
う思いで御社が必要とする人材を探すお手伝いをさせていただきます。
なお、職業紹介に関するご依頼は無料です。

２）求職者とのマッチング

御社が希望する人材にマッチする求職者がいるかをお探しします。そ
して、求職者本人との打ち合わせを経てマッチング結果に基づきご提
案させて頂く日程について御社へご連絡いたします。

３）マッチング結果のご提案

当社職業紹介責任者又は職業紹介担当者が伺い、お客様のご要望に
マッチングした求職者の情報をご提供いたします。ご提供する情報以
外にも求職者についてお知りになりたい場合は何なりとご質問くださ
い。当社職業紹介責任者又は職業紹介担当者がお答えいたします。

採用可否についてご検討いただいた後は、御社と求職者にて面接を実
施していただく日程を調整いたします。

４）求職者との面接の実施

御社と求職者の間で面接を実施して頂きます。求職者の能力や経験、
人柄などについて総合的にご判断頂き、採用が内定した場合には雇用
契約を締結して頂きます。



職業紹介の流れ

求職者

弊社 求職者サイトへの登録

高度専門的な求職の場合は
面談等のヒアリングを実施

マッチング

求人企業

求人希望情報をヒアリング

弊社 求人企業サイトへ登録

有料職業紹介契約の締結

マッチング結果のご提案

求人希望先企業情報の提供

条件等の検討

求職者と求人企業とで面接の実施・就職及び採用検討

紹介手数料のお支払い



日本国内パートナー企業
合同会社セイコーオゾン（http://seikoozon.com）

所在地
静岡県沼津市大手町3丁目2－22桃和ビル201

■業務提携内容■
・飲食業 （インド・ネパール料理レストラン エベレストダイニング）
・有料職業紹介 （在日外国人、留学生卒業生）
・特定技能登録支援機関 （特定技能１号）
・業務請負事業（外国人社員とアルバイト）

＊業務提携準備進行中



フィリピン現地パートナー送出機関
BEI MANPOWER AGENCY(http://beimanpower.com/）

所在地
2687 ESJ Bldg。、Arellano Avenue

Manila、Philippines

■業務提携内容■
フィリピンにおける人材選定、特定技能(介護)外国人送出し



ベトナム現地パートナー送出機関

ミンタイン貿易サービス株式会社(http://minhthanhjsc.com.vn/）

■業務提携内容■
ベトナムにおける職業紹介、日本との相互職業紹介、特定技能外国人送出し、
エンジニア人材送出し、技能実習送出し

＊業務提携準備中
(コロナの影響で正式契約が遅れています)



スリランカ現地パートナー送出機関

＊候補先と密な連絡及び情報交換を進めています。

Nipunさんの送出し機関
SAMURAI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE



代表取締役社長 渡辺良勝

■Officeパートナー代表（財務コンサルタント）
http://office-partner.jp

■今までに２００社以上の経営者の相談に乗り（顧問として継
続的に相談対応）、会計顧問、会計指導、経営改善・事業展開
支援をしてきた経験と知識を有する。中小企業大学校や商工会、
商工会議所などの支援機関の中小企業・小規模事業者支援担当
者のセミナー講師も務める。

取締役H.R.マネージャー 堀江宏昭

■行政書士HIROほりえ事務所代表
https://www.facebook.com/hirohorie.visa

■出入国管理局申請取次行政書士として、また、フィリピーノ
語（タガログ語）通訳人として、在留諸申請手続、渉外戸籍手
続等を専門に行っているほか、年間2,000件以上の本邦在留外
国人の日常生活、職業生活及び社会生活に係る各種相談・サ
ポートに対応している

フィリピン現地担当マネージャー AMURAO AIRIZ KHIM B.

■持ち前の明るさと誠実さ、そしてフィリピン現地における行
政機関との幅広い人脈を最大限に活用して、フィリピン現地求
職者のサポートや弊社パートナー企業との連絡調整及びスケ
ジュール管理を担当している。

弊社スタッフ紹介


