
新たなる外国人受け入れについて
登録支援機関 株式会社NWS

登録番号 21登-005887



特定技能とは

2019年４月から新しい在留資格で外国人が雇用できる【特定技能】が実施されました。
特定技能とは、現在日本が抱える問題の一つとしてあげられる
人材不足 に対応できるよう一定の専門知識・技能を有し即戦力となる特定技能外国人を
受け入れる制度です。

人材確保が難しい状況にある、産業上の14業種分野に適応され各分野に専門知識・技能を習得して就労先に戦力となる外国人を受け入れることが出来ます。

特定技能1号 特定技能2号

在留期間 1年、6カ月又は4カ月ごとの更新
通算で上限 5年

3年、 1年又は6カ月ごとの更新

技能水準 試験等で確認 試験等で確認

日本語能力 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で
確認（技能実習２号を終了した外国人は試
験免除）

試験等での確認不要

家族の帯同 基本的には認められない 要件を満たせば可能（配偶者、子）

受入れ期間
登録支援機関

対象 対象外



外国人雇用のメリット

①若い労働力の確保
最大のメリットが若い労働力を確保できる点です。昨今、日本人の若い労働者の採用と確保が苦戦
されてる企業が多い中若手の優秀人材を海外から採用することができます。最近ではコロナウィル
スの影響により入国できないケースもありますが現在日本にいる外国人が専門学校を卒業後特定技
能生として活躍することが増えてきております。コロナウィルスがの終息後続々と外国人労働者が
入国してくると思われます。最初のうちは仕事を学び慣れるまでには多少の時間が必要となります。
仕事に慣れてしまえば、長期にわたって戦力として活躍してくれるようになります。

②職場環境の活性化
若い労働者を確保することにより、職場の若返り化を図ります。外国人労働者は、日本人と異なる
仕事でも高い意欲との向上心で取り組みます。その姿勢はマンネリ化した職場にも刺激を与え就労
意欲を与えてくれます。

③人件費削減
日本に仕事を求めてくる外国人の多くは発展途上国の出身者で母国では貧しい生活を送っている人
達も多くいます。そのようの人達は少ない賃金でも喜んで仕事を行うため人件費の削減につながり
ます。もちろん不当な給料の削減は法律で禁止されています。

注意するべきポイント
・民族性・宗教等を理解する
・コミュニケーション
・就労資格などの労務管理の知識





登録支援機関の役割
登録支援機関とは、外国人を受け入れる企業（特定技能所属機関）に代わって、
支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定・円滑に行うことを支援する機関です。

特定技能1号

支援委託業務契約

雇用契約 支援計画実施

届出

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針から、
受入れ機関（特定技能所属機関）又は登録支援機関は、1号特定技能外国人への
支援計画を策定・実施しなければなりません。

特定技能1号に対する支援



支援計画の概要

受入れ機関は、１号特定技能外国人に
対して「特定技能１号」の活動を安定
的かつ円滑に行うことができるように
するための職業生活上、日常生活上又
は社会生活上の支援の実施に関する計
画（１号特定技能外国人支援計画）を
作成し当該計画に基づき支援を行わな
ければなりません。

職業生活上、日常生活上又は社会生活
上の支援として必要であるとして省令
で定められた支援内容・方法等を実施
いたします。
支援責任者及び支援担当者の氏名及び
役職等、支援の実施を契約により他の
者に委託する場合の当該他の者の氏名
及び住所等、登録支援機関（登録支援
機関に委託する場合のみ）

受入れ機関は、支援計画の全部又は一
部の実施を登録支援機関などの他の者
に委託することができます（支援委託
契約を締結）
受入れ機関が支援計画の全部の実施を
登録支援機関に委託する場合には、外
国人を支援する体制があるもののみ、
適応されます。

１．事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明
書交付申請前又は在留資格変更許可
申請前に、労働条件、活動内容、入
国手続、保証金徴収の有無等につい
て対面・テレビ電話等で説明します。

２．出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所
又は住居への送迎を行い
ます。帰国時に空港の保
安検査場までの送迎、同
行を行います。

３．住居確保・生活に必要な契約支援
雇用主が社宅を提供する等。銀行口座
等の開設、携帯電話やライフラインの
契約等を案内します、各手続の補助を
いたします。

４．生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本
のルールやマナー、公共機関の利
用方法や連絡先、災害時の対応等
の説明いたします。

５．公的手続等への同行
必要に応じ住居地、社会保障、
税などの手続の同行、書類作
成の補助をいたします。

６．日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本
語学習教材の情報提供等を行い
ます。

７．相談・苦情への対応
職場や生活上の相談や苦情等につい
て外国人が十分に理解することがで
きる言語での対応、内容に応じた必
要な助言や指導等を行います。

８．日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流
の場や地域のお祭りなどの行
事の案内、参加の補助等を行
います。

９．転職支援
（人員整理等の場合）
受入れ側の都合により雇用契約を解
除する場合の転職先を探す手伝いや
推薦状の作成等に加え、求職活動を
行うための有給休暇の付与や必要な
行政手続の情報の提供をいたします。

１０．定期的な面談
行政機関への通報

支援責任者等が外国人及
びその上司等と定期的
（３か月に１回以上）に
面談いたします。

通常日々の業務で忙しい企業様は、逐一すべての支援ができないのが現実
です。そうした悩みを解決するのが「登録支援機関」になります！



受け入れ条件

●介護 ●ビルクリーニング ●素形材産業 ●産業機械製造業 ●電気・電子情報関連産業 ●建設 ●造船・舶用工業 ●自動車整備 ●航空
●宿泊 ●農業 ●漁業 ●飲食料品製造業 ●外食業

受け入れ可能な業種 14業種

受け入れ企業の条件

•労働，社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
•１年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
•１年以内に行方不明者を発生させていないこと
•欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
•外国人が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
•受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと
•支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
•労働保険関係の成立の届出等を講じていること
•報酬を預貯金口座への振込により支払うこと

●特定技能1号（14業種）は、最長5年日本滞在ができます。家族の帯同は認められていません。
●特定技能2号（建設業と船舶・船用業のみ）は、日本滞在期間に制限がありません。家族の帯同は認められています。

受け入れ期間

特定外国人支援内容

•日本語検定4級（N4）以上合格かつ各業種の技能評価試験合格した者
•技能実習2号修了者は、上記試験が免除される
※特定技能外国人は、転職が可能となります。（基本的に同一区分業種）

•入国前ガイダンス（雇用契約内容確認、日本での生活での注意点など3時間程度）
•入国時、空港からの送迎
•入国後オリエンテーション（各種届出や医療、交通ルールなど生活に必要な事柄 8時間程度）
•入居契約や銀行口座開設・携帯電話加入などの契約
•入国後の相談対応やサポート、日本語教育に関する支援、定期面談実施や緊急時のサポート
•日本人との交流支援など

特定技能外国人の条件



受け入れ前の流れ

１．お申し込み

貴社の事情をお伺いしながら、特定技能の外国人材受け入れに関して最適な形をご提案させていただきます。

２．外国人材の募集

ヒアリングした内容をふまえて募集要項を作成し、現地の送り出し機関と密に連絡を取りながら、ご希望の条件に合う候補者
の募集をはじめます。

３．特定技能評価試験

人材選考をしていただき、当該外国人材は評価試験、日本語能力試験を受験して合格します。

４．雇用契約を締結

受入れ企業は、特定技能評価試験に合格した外国人材と雇用契約を結びます。
そして、1号特定技能外国人材の支援計画を当社（登録支援機関）が作成し実施いたします。



受け入れ後の流れ

６．入国及び就労

特定技能ビザにより日本へ入国します。そして、企業先で即戦力として就労いたします。

７．帰国又は、特定技能2号への変更

最長5年の就労後、母国へ帰国します。また、2号特定技能外国人材（滞在期間なし）を受入れ可能な建設・船舶
については、技能水準を特定技能産業分野の業務区分に対応する試験等により確認されます

５．支援計画の策定

登録支援機関の当社が義務的支援として、事前ガイダンスの提供、出入国する際の送迎、適切な住居の確保、生活
に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーションなどを計画し実施いたします。



日本国海外国

受け入れ構図

登録支援機関 受入れ企業送り出し機関

支援管理

協定締結関係

業務委託

候補者選出

教育・養成
技術支援

雇用契約
1号特定技能

• 入国に必要な手続き
• 特定技能外国人1号支援
• 各種サポート・資料作成など



料金プランと返金規定

人材紹介料金

正社員（海外現地送出機関への送出し費・教育費・紹介料込） 理論年収の 15％～ 20％（業種による）

アルバイト・パート（日本にいる外国人の場合） 10万円/名

特定技能外国人トータル支援 1人当たり 月額 30,000円

（入国前）事前ガイダンス支援 １回（３時間）30,000円

（入国後）生活ガイダンス支援 １回（５時間）50,000円

出入国する際の支援(お迎え等） 20,000円

住居の契約・入居手続き（同行） １時間 5,000円

行政機関（市区町村役場等）への手
続き（同行）

１時間 5,000円

預貯金口座の開設手続き（同行） １時間 5,000円

携帯電話契約の締結手続き・購入サ
ポート（同行）

１時間 5,000円

日本語学習の実施支援（日本語講師
派遣等）

2時間 20,000円

苦情受付（報告書作成）・定期面談
の実施

交通費

生活オリエンテーション ８時間 20,000円

通訳業務 ４時間 25,000円～（言語により異
なります）

在留資格認定証明書申請 150,000円

在留資格変更申請 100,000円

在留資格期間変更申請 40,000円

支援計画作成料 30,000円

離職時の対応 無償



選ばれる理由

①生活のサポート
外国人雇用には様々なサポートが必要です。住居、携帯、
銀行口座の手配から緊急時の病院の紹介など幅広いサポー
トで受け入れ企業様の業務を減らしていけます。

②在留資格の申請サポート
外国人雇用に係る法律はとても複雑です。外国人労働者を
正しく雇用するには、それらに強い専門家が必要です。各
種相談・在留資格の取得・更新など支援担当員ならびに弊
社パートナー行政書士が対応します。

③教育のサポート
新たな在留資格である特定技能の在留資格取得に向
け、日本語力と専門技能を習得するサポートを行い
ます。

④充実した支援サポート
特定技能外国人の選考・一次面接、雇用契約から講習、日
常生活、技能試験、帰国まで一貫してサポートいたします。
の選考、雇用契約から講習、日常生活、技能試験、メンタル
フォロー、帰国まで一貫してサポートいたします。



ＮＷＳの強み

ベトナム×スリランカ人登録者数

国内360名 ベトナム提携学校1200名

スリランカ提携学校800名

当社は、ベトナム・スリランカの日本語学校や送り出し機関と提携し
ているため若い即戦力の人材や福祉・医療・介護を勉強している外国
人が多いため貴社の求人条件に合わせた人材の紹介が可能です！

完全成果報酬型サービス。

求人の掲載から人材募集・面接まで完全無料です。

御社にあった人材を採用するまで一切料金はかかりません。

無駄な広告費やめませんか？？
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10%

国内登録者数 360名

NWSは、千葉・茨城エリアで
製造業×ベトナム人・スリランカ人に
特化した人材紹介サービス



社名 株式会社NWS (NWS CO., LTD.)

所在地 『茨城オフィス』 茨城県取手市藤代南１丁目５番19号
『千葉オフィス』 千葉県柏市旭町２丁目８ー３INSURANCE BLDG15
『ベトナムオフィス』Lychinh Thang District3 HCMC Vitenam

事業拠点 茨城、千葉、埼玉、東京、大阪、ベトナム スリランカ

連絡先 TEL：029-779-6792 FAX：029-779-6796
Mail: info@n-ws.co.jp

設立 平成29年2月

資本金 2,000万円

代表取締役 吉田 充宏

事業内容 ・労働者派遣事業
・有料職業紹介事業/リクルートメント事業
・人事コンサルティング事業
・海外及び国内における人材紹介業・労働者派遣事業
・警備事業
・外国人技能実習生送り出し事業（ベトナム）（スリランカ）
・外国人登録支援機関の運営
・健康食品、ダイエット食品及びサプリメントの企画、開発、研究及び販売

企業情報

mailto:info@n-ws.co.jp

