
仮IDNo 表示する社名
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（複数可）
営業地域 URL 業務 担当者名 メルアド 電話番号 住所

監登1 日本医療介護協同組合
インドネシア・フィリピン・ベトナム・ネ
パール・ミャンマー・中国

北海道・東北・関東・甲信越・
静岡・東海・北陸・近畿

https://jmcc.or.jp/ 監・登 本間英世 honma@jmcc.or.jp 03-3221-7010
東京都千代田区平河町1－7
－20平河町辻田ビル7階

監登2 ダイキグループ
インドネシア・フィリピン・ベトナム・ネ
パール・ミャンマー・モンゴル・タイ・
スリランカ・インド・中国

全国
https://www.dai-
ki.co.jp/

監・登・人 中辻顕智 a-nakatuji@dai-ki.co.jp 090-4692-1953
広島県呉市広白石2-7-5ダイ
キビル

監登3 介護施設協同組合
インドネシア・フィリピン・ベトナム・
ミャンマー

関東・甲信越・静岡・東海・北
陸・九州・沖縄

https://www.kaigai-
kaigoshi.jp

監・登 上野広樹 ueno@nozomi-g.co.jp 0267-26-5050
〒384-0093 長野県 小諸市
和田841-7

監登4 ダイバーシティ事業協同組合
インドネシア・フィリピン・ベトナム・
ミャンマー・中国

全国
https://diversity-
coop.com/

送・監・登・人 柴原永渡
shibahara@diversity-
coop.com

080-4808-5724
〒519-0503 三重県 伊勢市
小俣町元町1650

監登5 宙協同組合
インドネシア・フィリピン・ベトナム・モ
ンゴル・カンボジア・タイ・中国

全国
https://www.sora-
coop.jp/

監・他 松本　靜 s.matsumoto@sora-coop.jp 03-3256-5608
〒101-0021 東京都 千代田区
外神田4-5-4 亀松ビル8階

監登6 日和協同組合 パキスタン
関東・甲信越・静岡・東海・北
陸・近畿・中国・四国・九州・沖
縄

https://hiyori.asia 監・登・人 太田真平 s.ota@grande-etoile.co.jp 090-9122-3460
熊本県熊本市南区城南町今
吉野600-14

登人1
さむらい行政書士法人・サムラ
イジョブ(株）

インドネシア 関東・甲信越・静岡
https://samurai-
law.com/

登・人 小島健太郎 kojima@samurai-law.com 03-5831-7910
東京都台東区上野7-4-
7VORT上野4回

登人2 (株）ビオラジャパン インドネシア 全国
https://violajapan.co.j
p/

登・人 荒川麻衣
arakawa@violajapan.co.

jp
070-4091-7387

神奈川県横浜市中区常磐町
3-30-1soracube横濱関内4-4

登人3
エースグローバルサービス株
式会社

インドネシア 全国
https://aceglobalservi
ce.co.jp/

登・人 阿部峰一
abe.minekazu@aceglobalse
rvice.co.jp

080-1380-7984
〒190-0013 東京都 立川市
富士見町2-12-15 312

登人4 株式会社ＡＮＣジャパン インドネシア 全国
https://anc-
japan.com/

登・人 牧野春彦 h.makino@anc-japan.com 052-243-2328
〒460-0008 愛知県 名古屋市
中区 栄4-14-31 栄オークリッ
ジ

登人5
フォースバレー・コンシェルジュ
株式会社

インドネシア・ネパール・ミャンマー・
インド

全国
https://www.4th-
valley.com/

人 樋口幹高
mikitaka.higuchi@4th-
valley.com

070-3365-7385
〒102-0083 東京都 千代田区
麹町6-6-2 番町麹町ビルディ
ング5F

登人6 SKYグローバルリンク株式会社 フィリピン・ネパール・ミャンマー 全国
https://www.sky-
gl.com/

登・人 今村雅彦 info@sky-gl.com 090-6562-2312
〒510-0856 三重県 四日市市
七つ屋町２０

登人7 株式会社オリーヴ
インドネシア・フィリピン・ベトナム・
ミャンマー・カンボジア

全国
https://www.oreveore
ve.com/

登・人 鳥居賢一 torii@oreveoreve.com 080-5511-0779
〒107-0061 東京都 港区 北
青山2-12-8 BIZSMART青山
328

登人8 (株）イーストブリッジ
インドネシア・フィリピン・ベトナム・ネ
パール・ミャンマー

北海道・東北・関東・甲信越・
静岡・東海・北陸・近畿・中国・
四国・九州・沖縄

http://www.eastbridge
.co.jp/jinzai/

登・人 西出ひな紀 h.nishide@eastbridge.co.jp 080-3402-0764
東京都台東区上野1-11-9イマ
スサニービル8F

登人9 (株）ソビエル
インドネシア・フィリピン・ベトナム・ネ
パール・ミャンマー・スリランカ・バン
グラディッシュ・中国

近畿・中国・四国
https://www.sobiel.co
m

登・人 元地裕子 motoji@sobiel.com 06-6224-0683
大阪府大阪市中央区博労町
4-7-5本町TSビル603

登人10 トクティー（株）
インドネシア・フィリピン・ベトナム・ネ
パール・ミャンマー・モンゴル・スリラ
ンカ・バングラディッシュ

北海道・東北・関東・甲信越・
静岡・東海・北陸・近畿・中国・
四国・九州・沖縄・全国

https://tokuty.jp/ 登・人 多田雅宣 salesteam@tokuty.jp 03-5783-9580
東京都港区港南2-12-33品川
キャナビル8階

登人11 (株）D&Mキャリア
インドネシア・フィリピン・ベトナム・
ミャンマー・タイ・バングラディッシュ・
中国

全国
https://www.dmcaree
r.co.jp/

登・人 杠英樹 h.yuzuriha@dmcareer.co.jp 03-6910-2021
〒100-0013 東京都 千代田区
霞が関1-4-2 大同生命霞が
関ビル4階

登人12
(株）ハンディネットワークイン
ターナショナル

インドネシア・ベトナム 全国 https://www.hni.co.jp 登・人 中村猛彦 t-nakamura@hni.co.jp 090-3169-0110
大阪府箕面市菅野4-3-10箕
面野口ビル３F

登人13 東京国際外語学院
インドネシア・ベトナム・ネパール・
ミャンマー

全国 http://tokyo-ila.jp/ 登 青島理恵
aoshima.rie@kurashikigaigo.
jp

042-686-0618 東京都八王子市南町5-8

登人14 株式会社Bmate
インドネシア・ベトナム・ネパール・
ミャンマー

全国
https://bmate-
asty.co.jp/

登・人 入江正明 irie@asty-k.jp 076-255-3277
〒920-0022 石川県 金沢市
北安江4丁目16番38号
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ブース出展者（ 監理団体・登録支援機関として出展）情報

登人15 (株）ウィルオブ・ワーク
インドネシア・ベトナム・ネパール・
ミャンマー

全国
https://willof-
work.co.jp/corp/servi
ce/kind/

登・人 祖父江俊介
he-
global_support@willof.co.jp

03-6850-8508
〒160-0001 東京都 新宿区
新宿3-1-24 京王新宿三丁目
ビル京王新宿3階

登人16 （株）京進

インドネシア・ベトナム・ネパール・
ミャンマー・モンゴル・カンボジア・タ
イ・スリランカ・バングラディッシュ・イ
ンド・中国・その他

全国
https://www.kyoshin-
human.jp/

登・人 牧野友樹 makino.t@kyoshin.co.jp 075-342-5075
〒600-8176 京都府 京都市下
京区 北町183 烏丸六条ビル５

登人17 Joyous Mediation(株） インドネシア・ベトナム・ミャンマー
関東・甲信越・静岡・東海・北
陸・近畿・中国・四国・九州・沖
縄

https://joyousmediati
on.com/

登・人 林英和
hidekazu@joyousmediation.
com

0120-839-058
〒151-0051 東京都 渋谷区
千駄ヶ谷5-5-5 ウィン奥野３F

登人18
Purple-sグループ（有）マネー
ジメントプロモート・(株）テラリ
ング

インドネシア・ベトナム・ミャンマー 全国
purple-s.jp　　m-
promote.co.jp

登・人 竹丸政士 takemaru5401@gmail.com 090-1352-1382
大阪府大阪市天王寺区南河
堀町1-15-401サンシティ

登人19 (株）AYAホールデュングス インドネシア・ベトナム・中国 関東・甲信越・静岡・全国 www.aya-g.co.jp 登・人 高橋行憲 aya.yukinori.t@gmail.com 080-3384-4700
埼玉県さいたま市北区吉野町
2-281-5

登人20 株式会社JQC カンボジア 関東・甲信越・静岡 https://cijt-jqcc.com 登・人 吉田耕佑 yoshida@cijt-jqcc.com 080-4324-1691
東京都中央区日本橋大伝馬
町13-7-2F

登人21 (株)クレイブ ネパール・ミャンマー・スリランカ 関東・甲信越・静岡・全国
https://www.crave.co.
jp

登・人 阿部一郎 i-abe@crave.co.jp 090-1031-5781
東京都墨田区錦糸1-1-5Aビ
ル５F

登人22 株式会社ビーユー ベトナム・ミャンマー 全国 https://bu-co.jp 登・人 田中真依子 tanaka@bu-co.jp 080-7217-8722
東京都 港区 芝五丁目29番22
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