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Myanmar Overseas
Employment Agency

ミャンマーと日本を結ぶ人材のワンストップサービス

ジェイワークス株式会社
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1980 ヤンゴンに生まれる

2004 大学卒業。その後日本に留学（1年）

2009  弁護士/ 上級抗弁人資格（ミャンマー国）取得

2011 日本の専門学校機械CAD 製図科卒業

2011.12 ～ 2012.12 引続き日本で企業勤務。CAD (3D)・品質保証・通訳業務に従事

2013.1 ～ 2015.5 日本のITベンチャー企業ムロドー勤務。ミャンマーでの新規事業開拓

 （日本語で読むミャンマービジネスニュースサイトの立上げ・翻訳業務、ミャンマー事業の開発）

2013.9 ～ 2017.5 ミャンマー帰国、現地法人ドリームジョブミャンマー株式会社代表取締役

 （ドリームジョブミャンマー株式会社：事業開発とオンラインジョブポータル運営）｠｠

2015.5 ～ 2017.5 ウィルグループ新規ミャンマー法人GJCミャンマー株式会社代表取締役

2017.6 ～ 2018.11 ドリームジョブミャンマー株式会社顧問

2017.6 ～ 現在 ジャパンドリームス日本語学校（マンダレー市）校長、

 日本へ介護及び技能実習生などの送出し事業開始

2018.6 ～ 現在 ジェイワークス株式会社（ヤンゴン市、政府認定送出し機関）CEO

はじめまして、ジェイワークス株式会社代表 ザジ・リン と申します。

私がこの事業をはじめたのは、私のように「働くことを通じて自己の能力を高め、

人生を切り開く実力をつける」チャンスを、ミャンマーの若者たちに届けたいという思いからです。

とはいえ現在のミャンマーは、国内の産業がまだ十分には育っておらず、就労のチャンスはとても限られています。

このため数多くの若者が職を求め、国内の外国企業や国外で就労せざるを得ません。

そこで私たちは、自身の経験も踏まえ、次のような観点からミャンマーの若者に

日本語教育と日本関連企業への就業機会を提供し、支援を行っております。

具体的には2017年、素直でまじめな人材の多い、ミャンマー第二の都市マンダレーに 

ジャパンドリームス日本語学校を設立。

日本語教育を通じ、若者が日本企業関連業務の就業機会を得るための支援を開始しました。

就労支援については、2018 年、ジェイワークス株式会社を設立。

2019 年にミャンマー政府より送出し機関としての認可を取得しています。

この認可取得により、私たちは日本での技能実習生制度・特定技能資格および

大卒レベル一般社員資格による就労を直接お手伝いできるようになっています。

私に人生のチャンスを与えてくれた日本と私を育んでくれたミャンマー、両国の発展に

私どもの事業が少しでも貢献できればこの上ない幸せです。

Zar Chy Lwin
ザジ リンMessage

Profile

• 日本関連企業にはよりよい就労機会が多い
• 日本関連企業の業務で、先進的技術や質の高い業務遂行方法を身につけられる
• 身につけた技術や業務遂行方法はミャンマーの発展をになっていく際に役立つ

ミャンマー最大の国内人材紹介企業ドリームジョブミャンマー
（日本上場企業ウィルグループのパートナー企業）代表として、
年間約 400 名のミャンマー人日本語スピーカーに対し
キャリアコンサルを行う

同社でキャリアコンサルの人材育成も手がけ
日系企業で働くミャンマー人と雇用側が直面する課題や
問題点に精通しており、両者へのサポート経験も豊富
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会社名

所在地

電話番号

メール

設立日

資本金

CEO

日本事業統括

教育事業統括

顧問

従業員数

｠ 
事業内容

｠ 

グループ企業

ジェイワークス株式会社（JWORKS Ltd.）

ミャンマー：

❖ヤンゴン市 No. 201, Building 24C, Laydaungkan Road,
 Thumingalar Housing, Thingangyun Township, 
 Yangon, Myanmar

❖マンダレー市 Building A9, 30 Street, Between 65 & 66 Street,
 Chanayethazan Township, 
 Mandalay, Myanmar

(+95)-92-5024-8130 （日本語直通） 
(+95)-94-5066-6033

info@jworksmyanmar.com

2018年9月5日

10,000,000 MMK

Zar Chy Lwin （ザジ　リン）

正木　義大（Masaki Yoshihiro）

田島　美蘭（Milan Tajima）

大竹　裕子（Yuko Otake) 

計14名（2019年1月現在）

技能実習生・特定技能資格者ほか
日本就労者の日本語教育育成及び日本へ送出し
政府公認送出し機関：191/2019（特定技能資格者送出しも認定済）
http://www.jworksmyanmar.com/

日本語eラーニングサイト運営
https://www.japandreamsmandalay.com/

日本語試験ハーフ模試（ミャンマー実施版）
株式会社アスク出版（https://www.ask-books.com/）と提携

 1．ジャパンドリームス日本語学校
　　  https://www.facebook.com/japandreamsmandalay/

 2．ゴールデンドリームス出版
  学習参考書ほかの出版販売

 3. ピドーミャンマー株式会社：
  ミャンマー進出支援コンサル―サービス
  http://www.pyitaw-myanmar.com
  マンダレーの不動産
  http://www.mandalay-home.com
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ミャンマー人を採用するメリット

★ 勤勉で教育レベルが高い
★ 仏教・稲作文化が根づいており、日本人と通じ合う価値観が多い
★ 周囲との調和を大切にし、穏やかで面倒見が良い
★ 家族思いで目上を敬い、高齢者を大切にする
★ イギリスの統治下にあった影響で英語のできる人材が多い
★ ミャンマー国内の産業発展が十分でなく、優秀な人材でも国内での就職先が少ない
★ 特に農村部のミャンマー人は賃金が安く、国外就労に魅力を感じる

マンダレー出身のミャンマー人採用のメリット
★★ マンダレーは農村部出身者が大半をしめ、純朴で勤勉な若者が多い
★★ 大学などの高等教育機関多く、教育を受ける機会に恵まれている
★★ 高等教育時から寮生活を送る者が多く、集団生活に慣れ親しんでいる
★★ 中国へのアクセスがよく中国語ができる若者が多い
★★ マンダレー周辺は工芸品が有名で手先の器用な者が多い
★★ 都市としての歴史が古く観光産業が発達しており、
　　 飲食や観光業の経験を持つ若者が多い

About Myanmar and Mandalay

ミャンマーは約50年にわたる軍事政権支配により、先進各国から経済制裁を受けていました。
2011年、テインセイン大統領率いる新政権の開始以降民政化が進み、2016年には
スーチー氏が率いるNDLが政権を獲得し、急速な改革と外資の流入により経済発展が進みました。
ミャンマー人の国民性は控えめで忍耐強く、身勝手な自己主張をせず空気の読めるところは、
他人をおもんばかる日本人ととてもよく似ています。

ミャンマー最後の王朝の首都であったマンダレーは、
ミャンマーの中央に位置する交通の要衝であり、周囲に肥沃な大地を擁する、
人材に恵まれた土地として知られています。
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Why JWORKS ?
日本とミャンマー両国に日本人スタッフを配置

弊社は日本とミャンマー両国に日本人スタッフを配置しておりますのでご安心ください。
ミャンマー国内では常駐日本人と日本語の堪能なミャンマー人スタッフが運営しております。

派遣先の職種に応じた、細やかな候補者選定

勤勉で健康かつ純朴な若者が多く集まるミャンマー第二の都市、
マンダレーを拠点とする「ジャパンドリームス日本語学校」をグループ経営することにより、
単なる語学教育にとどまらず、柔軟に派遣先のご希望に沿った研修実施が可能になっております。
さらにグループの強みを生かし、学校生活を通じて知りえた学生の人柄、能力、語学力
などをベースに適性を判断、技能実習制度、在留資格、日本についての理解度が高い
採用候補者を選定しております。

充実した事前研修と渡航前から始まる失踪対策

実習生・就業者
としての心得

＊ 必要となる心構えや知識を教育
＊ 授業と特別講習により日本の習慣を身につけさせる

独自の日本語教育 ＊ 日本語能力試験対策のほか、日常・社会生活に必要な日本語を教育

一般教養・道徳教育 ＊ 一般教養と道徳も教育し、性教育を含めて、性別での注意点も教える

日本の税制・
給与セミナー

＊ 雇用条件書の解説
＊ 実習生・就業者自身による給与計算書作成実習
＊ 給与についての理解を深める

責任感と連帯感の
醸成

»» 「失踪」について話し合う機会を数回持ち、失踪が関係者や同僚・家族に
　  及ぼす負の影響の理解を高める
»» 責任感・連帯感を醸成する

失踪・難民申請の
実情を教育

»» 悪質なブローカーや詐欺の存在とその被害について周知させる
»» 対応する正しい知識と対処法の習得

保護者との連携・
協力体制構築

»» 保護者にも日本の実習・就労制度、習慣・文化への理解深化を促す
»» 事前準備・実習・就労の全期間にわたり、連携・協力体制を構築

»» 実習生・就労者への日本でのカウンセリングサービス提供（有料）
»» 職場や生活上の問題を早期解決

日本での
フォローアップ

失

踪

対

策

事

前

研

修

ITを活用した来日後のフォローアップサービス
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日本語eラーニングサービス（有料）

オンラインカウンセリング及びモニタリングサービス（有料）
来日後のミャンマー人実習生や就労者がスムーズに日本の生活に適応できるよう、
オンラインで日本語も話せる弊社ミャンマー人スタッフとつなぎ、
職場や生活上の問題の早期解決をはかります。
カウンセラー派遣の経費といったコストがかからないこと、ミャンマー語で相談できるため
就業者に安心感があることなど利点が多いサービスです。

就業者の日本語上達は、雇用者と就業者双方にメリットがあります。
弊社は来日後も仕事と並行して日本語学習が進められるよう、
ミャンマー人学習者に特化したオンライン日本語学習サービスを利用しやすい形態
（パソコンだけでなくスマホでも使える）と価格で提供しております。
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Procedures

申込
求人の共有 資料準備 約4～5ヶ月

面接・内定

N4取得日本語研修（6ヶ月）

ビザ発給
日本入国

入国後1ヶ月
監理団体で研修

雇用契約

必要書類の日本送付  入管 & OTIT

ミャンマー政府への書類提出

日本大使館でビザ申請
ミャンマー労働局で出国手続き等

在日本ミャンマー大使館より連絡
必要書類提出

OTIT認定後入館書類作成・提出

在留資格証明書発行

雇用条件 詳細確定

JWORKSへ必要書類送付

JWORKSへ必要書類送付

OTITに技能実習計画提出

ミャンマー

日本

入国までの流れ（一般）
技能実習生

入国までの流れ
特定技能人材

約3ヶ月

面接・内定

N4取得日本語研修（6ヶ月）
技能試験対策（3ヶ月）

企業の必要性により
日本語・技能研修

ビザ発給

日本入国

就労

雇用契約

N4日本語資格

技能試験合格

入管 必要書類の日本送付

ミャンマー政府への書類提出

日本大使館でビザ申請
ミャンマー労働局で出国手続き等

在留資格証明書発行

雇用条件 詳細確定

入管書類作成・提出

申込
求人の共有

ミャンマー

日本
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技能実習2号終了者の大半が特定技能の有資格者と認められる
技能実習生で取得する技能検定の多くと日本語経験で特定技能試験免除

目的： 国際技能移転による国際協力・技能を学ぶ実習生の受入れ
在留資格： 技能実習生、転職・家族滞在が不可
受入の仕組み： 監理組合経由 ・ 受入れ会社直接
 特定職種・作業・実習計画による技能作業のみ、転職不可
在留期間： 1号1年＋2号2年＋3号2年（2号の大部分の職種）（最長5年）

技能検定と日本語検定4級（技能実習2号修了者は両方免除）

目的： 労働者の受入れ・技能を要する業務に従事する活動 
在留資格： 特定技能、転職可能、家族帯同はごく一部のみ可 
受入の仕組み： 受入れ会社直接、特定14業種、転職可
在留期間： 1号5年＋2号（2業種のみ）制限無し
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Japan Dreams 
Japanese Language School
グループが運営する
ジャパンドリームス日本語学校内の授業風景です。
授業中は真剣に学び、休憩時間や課外授業は元気に楽しく。
マンダレーのミャンマー人たちのあたたかな人柄は
伝わりましたでしょうか。

2017年開校式。
沢山の生徒たちの協力
のもと、素晴らしい
開校式となりました

2部屋のみで始めた学
校。たった2年で

3階建てのビル1棟を借
りるほど

多くの生徒たちが日本
語を学んでいます

日本の登録支援機関の
古谷弁護士をお招きし、
セミナーを開催

課外活動の様子。
学生同士の交流を深め、
コミュニケーションの  

スキルアップ

折り紙の
ワークショップ。

他にお寿司、七夕、書道、
クリスマス、忍者など 
日本文化に触れる行事 
も行っています 
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政府公認送出し機関 
承認番号  191/2019

ジェイワークス株式会社

ミャンマーからの人材派遣に関する詳細、ご相談は 弊社サイトからアクセスも可能です。

日本語能力試験JLPT1級、2級資格のスタッフがサポート致します。

https://www.jworksmyanmar.com

ジェイワークス送出し機関 (本部）
No. 201, Building 24C, Laydaungkan Road, 
Thumingalar Housing, Thingangyun Township, Yangon, Myanmar
 TEL: (+95)-92-5024-8130（日本語直通）

ジャパンドリームス日本語学校
Building A9, 30 Street, Between 65 & 66 Street, 
Chanayethazan Township, Mandalay, Myanmar
https://www.japandreamsmandalay.com/
TEL: (+95)-94-5066-6033

日本事業部
〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 
TEL: 03-6854-0077

ミャンマー
ヤンゴン市 

ミャンマー
マンダレー市

東京都
中央区銀座




