
外国人ITエンジニア人材紹介サービス
CAREERABLE.TECH（株式会社エイブルスタディ）



私たちの目指すもの

 日本企業のITエンジニア不足を解消し、日本社会の活性化（イノベーション）に貢献する。

 優秀な外国人ITエンジニアが日本で活躍できるよう「キャリアアップ」の支援をする。

 外国人と日本企業が、共に「WIN-WIN」となる社会を創造する。

 日本社会の真の国際化（グローバリゼーション）と多様性（ダイバーシティ）を推進する。
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日本国内で働いている外国人ITエンジニアをご紹介いたします。

 弊社で日本語を教えている外国人ITエンジニア（2021年2月現在約150名在籍、累計600名以上、平均29.5
歳）を始め、現在日本国内でITエンジニアとして働いている方を対象に転職サポートを行っています。
すでに技術ビザを保持しており、日本で勤務している技術者ですので、日本語はもちろん、日本のビジネス習慣を理解し
ています。

 外国人ITエンジニアの職種は、AIエンジニア、データサイエンティスト、サーバーサイドエンジニア、クラウドエンジニア、Web
アプリケーションエンジニア、スマホアプリエンジニア、ゲームエンジニア、プロダクトマネージャー、プロジェクトマネージャー、SE、
QA、ネットワークエンジニア、システム運用/保守、テクニカルサポートなど管理ポジションからプレイヤーまで多岐にわたりま
す。

 海外または国内のトップクラスの大学（院）にてComputer Scienceを学び、卒業後は専門領域で経験を積んだエン
ジニアなので、即戦力として貢献できます。

 CAREERABLE.TECHの人材紹介サービスは、ご紹介した外国人ITエンジニアが入社するまではすべて無料です。入
社が決定したあとに報酬をいただく完全成功報酬型となります。（安心の返金制度もございます）

3



目次

 外国人ITエンジニアプロフィール
 性別・年齢・国籍

 在日年数・所在地

 ポジション・業種

 プログラミング言語、日本語能力

 外国人ITエンジニア採用の流れ
 求人案件ヒアリング

 契約書締結

 人選・書類選考・面接

 内定・入社

 入社後の定着支援

 CAREERABLE.TECHを利用するメリット
 優秀なITエンジニアの獲得ができる

 貴社のニーズに細かく対応したサービスの提供

 会社概要
 外国人ITエンジニアの「3つのアップ」をサポート

 企業概要

 当社の歩み

4



 性別
 年齢
 出身国（国籍）
 在日年数
 現所在地
 現在のポジションと経験期間
 現在の職種と経験期間
 使用できるプログラミング言語
 日本語能力

外国人ITエンジニア
プロフィール概要
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外国人ITエンジニアプロフィール
性別 年齢 平均29.6歳

国籍

男性6割：女性4割

インド ：4割
ベトナム：3割
その他 ：3割
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在日年数

現所在地

現在のポジションと経験期間平均3.6年

関東 ：7割
その他：3割

平均3.3年
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現在の職種と経験期間 使用できるプログラミング言語

日本語能力
新聞、論説、評論など、やや複雑な文章や抽象度の高い文章を読
んで理解することができる。
幅広い場面において、自然なスピードの会話が理解できる。

幅広い話題について書かれた新聞、雑誌の記事や解説、平易な評
論などを読んで理解できる。
幅広い場面において、自然に近いスピードの会話が理解できる。

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や新聞の
見出しを読んで理解できる。

日常的な場目において、やや自然い近いスピードの会話がほぼ理
解できる。

平均5.0年
HTML 54.7%
SQL 48.9%
CSS 46.8%
JavaScript 46.8%
Java 46.8%
C 32.4%
Python 30.9%
C++ 25.9%
PHP 20.1%
C# 20.1%
Ruby 10.1%
SAP 7.2%
etc..
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求職者プロフィール例
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出身国 インド
年齢 27歳

最終学歴
母国の大学でコンピュータサイエンス学部卒業後、日本の大学院にてInformation
Technologyの修士号取得

職歴
日本の情報セキュリティ会社でサイバーセキュリティコンサルタントとして2年勤
務

日本語力 N1
資格 CCIE Security
スキル AngularJS, HTML, CSS, JavaScript, C, Python, C++

出身国 ベトナム
年齢 26歳
最終学歴 ベトナムで最高峰のハノイ工科大学にてコンピュータサイエンス学部卒業
職歴 日本の金融系ベンチャー企業にてSite Reliability Engineerとして3年勤務
日本語力 N2
資格 Fundamentals of Engineering Certification

スキル
MongoDB, HTML, CSS, JavaScript, C, Java, PHP, Ruby, Python, Go, C++, C#,
SQL



求職者プロフィール例
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出身国 ウズベキスタン
年齢 27歳
最終学歴 京都大学 経済学部修士課程卒業（文科省の奨学金にて）
職歴 東大発AI企業にてデータサイエンティストとして勤務
日本語力 N2

資格
Professional Cloud Architect (Google Cloud),  Convolutional Neural Networks in
TensorFlow (Coursera)

スキル
Python, Google Cloud Platform (GCP), Google BigQuery, Github and machine
learning algorithms

出身国 中国
年齢 28歳
最終学歴 イリノイ大学 Engineering Physics, Computer Engineering
職歴 米系証券会社にて6年勤務。現在Associate Strategist
日本語力 N1
資格 JSDAClass 1
スキル Matlab, JavaScript, Python, Java, C, C++, Linux



求職者プロフィール例
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出身国 イタリア
年齢 34歳
最終学歴 イタリアの大学院にてComputational Mathematicsの博士課程修了
職歴 理化学研究所を経て、現在AIベンチャーにてシニア機械学習サイエンティスト
日本語力 N2
資格

スキル
Statistics, Algorithms, Matlab, Python, Machine Learning, Mathematical
Programming, Research, Data mining, R

出身国 インド
年齢 28歳
最終学歴 インドの大学にてElectronics and Telecommunication Engineering卒業

職歴
現地のNTTデータ、富士通を得て、現在は日本にある米系IT企業にてData Analyst
として勤務

日本語力 N3
資格 Certified Collibra Expert I
スキル Python, C# WFA, JavaScript, C#, C , Java



求職者プロフィール例
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出身国 ベトナム
年齢 28歳
最終学歴 ベトナムのハノイ工科大学にてInformation Technology卒業

職歴
日本の代表的インターネット企業にてFX/CFD trading platformsのリードエンジ
ニア

日本語力 N1
資格 FE (Fundamentals of Engineering certification)

スキル
Algorithms, Ruby, Linux, PHP, C, MySQL, Ruby on Rails, Go , Shell Scripting,
Tomcat, Agile Methodologies, Java

出身国 インド
年齢 28歳
最終学歴 インドの大学にてコンピューターサイエンス学科卒
職歴 日本の代表的Eコマース企業にてSite Reliability Engineer (SRE - DevOps)
日本語力 N3

資格
EMC2 cloud and information technology certification, Java Experienced
certificate

スキル

Spring Boot, JavaScript, Hibernate, Spring Framework, JSON, Maven, Linux,
Oracle SQL Developer, Jenkins, Python, MySQL, Kubernetes, Tomcat, Java,
Linux, Oracle, SQL



外国人ITエンジニア採用の流れ

入社後のITエンジニ
アの定着支援

入社後のITエンジニアを6ヶ月間フォローし、新しい職場になじむようサポートいたします。

内定・採用（入社） 採用が決定しましたら、候補者が入社するまでのフォローをいたします。

貴社による書類選
考・面接

弊社より推薦させていただく求職者の書類選考および面接を貴社にて行います。

弊社担当による1次
選考

貴社の条件に適う人材かどうかを、弊社担当が1次選考を行います。

求人サーチ 求人票を告知し、求職者を募ると同時に、条件に合う人材を積極的にサーチし、応募
の意思を確認します。

求人票作成 貴社の求める人材の求人票を作成いたします。

ご契約書の締結 人材紹介の流れ、選考・採用方法、紹介手数料、返戻金、個人情報保護及び秘密
保持に同意後、基本契約書を締結します。

求人案件ヒアリング 求人内容・条件について、担当営業がヒアリングいたします。
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CAREERABLE.TECHを利用するメリット

優秀なITエンジニアの獲得ができる

 国内外のトップランクの大学・大学院で最先端のコン
ピュータサイエンスを学び、日本国内の企業で働いた実
績がある優秀なITエンジニアをメインに登録しています。

 他社とは違い、弊社の日本語コースを受講している方が
登録しているので、求職者とのコミュニケーションが密接に
できており、内定受諾の可能性が高くなります。

貴社のニーズに細かく対応したサービスの提供

 求人票を告知するだけではなく、独自のルートを使い、
積極的に候補者をサーチし、アプローチいたします。

 入社後も、外国人ITエンジニアが新しい職場環境に
なじみ、定着できるように6か月間フォローいたします。
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日本語能力アップ
・日本語能力試験（JLPT）N1/N2対策コース

・ITビジネス日本語コース

・ビジネス日本語能力テスト（BJT）対策コース

・慣用句を学ぼう

・オノマトペを知ろう

キャリアアップ
・成功するキャリアプランの考え方

・お悩み相談会（ビジネスＱ＆Ａ）

・キャリアを考える座談会

・IT企業の社⾧講演

ビジネス能力アップ
・ビジネスマナー＆敬語

・伝わる話し方

・プレゼンテーション

・ビジネスマネジメント

・Eメールの書き方

・電話応対

外国人ITエンジニアの「3つのアップ」をサポート
弊社では、外国人ITエンジニアが、日本の職場でさらに活躍できるように、日本語教育やビジネス教育を行っておりま
す。
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 会社名 株式会社 エイブルスタディ
 代 表 代表取締役 牟田明生（Akio Muta）
 資本金 1,000万円
 創 業 2002年
 設 立 2003年4月
 業務内容 人材紹介、語学サービス、ウェブマーケティング

営業代行
 所在地 〒164-0013 東京都中野区弥生町1-8-11

東京計量器中野坂上ビル5階
 TEL 03-5937-1724
 FAX 03-5937-1725
 営業時間 月～金 ／ 09:30～19:00  

土曜日 ／ 13:00～19:00
 定休日 日・祝
 URL https://careerable.tech/
 Ｅmail career@careerable.tech
 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-311734

会社概要
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当社の歩み

2002年
海外教育サービス

の開始

2004年
ホームページ制作サー

ビスの開始

2008年
ウェブマーケティング事

業の開始

2015年
営業代行サービスの開

始

2019 年
在日外国人向け日本
語教育ビジネスの開始

2020年
外国人ITエンジニアの
人材紹介サービス開始
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当社サービスに関してご質問などございましたら、下記の連絡先までお電話
またはメールにて、お気軽にお問い合わせください｡

株式会社 エイブルスタディ
代表取締役 牟田明生（AKIO MUTA）
TEL 03-5937-1724
FAX 03-5937-1725
EMAIL CAREER@CAREERABLE.TECH


