
“FocusCore is one of the most impressive Recruitment Firms I have 
  had the pleasure to work with throughout my career”- CEO  



会社紹介 

FOCUS ON YOUR CORE BUSINESS	

2011年に設立されたFocusCore	Group株式会社（FocusCore）は、世界中の会社がより集中して
中核業務に取り組めるよう、優秀な人材を紹介し、業務アシストをする人材紹介サービス会社
です。志望者と企業とのニーズをミーティングやブリーフィングを通してきちんと理解し、双

方が良いパートナーシップを築けるよう仲介アシストを仕事としています。	
	

企業には優秀な人材を紹介し、求職者には企業を紹介するリクルーティング業務を提供してい
ます。アジアを中心とした世界４ヶ所に支社を持ち、グローバルに人材をサーチ、紹介してい
ます。加えて、人材を紹介する/仕事を紹介するだけでなく、面接の日程調整、面接対策、ア

フターケアなどにも力を入れて取り組んでいます。	
	

FocusCoreとして各国に支社を持つことにより、その国の文化風習をきちんと理解し、各国内
の企業と確固たる関係を築くことを可能としました。これにより、紹介可能な人材や企業が大
幅に増加し、FocusCoreではより質の高いサービスの提供を可能としています。	



人材紹介 How can we help you? 
 
•  人材ニーズに合わせて的確かつ効

果的な解決を提供 

•  次のステップを目指す人々へ最高
のアドバイス 

•  それぞれの問題に対して独自の解
決・対策 

•  業界知識、優秀なビジネスサポー
ト能力を持つコンサルタントによ
る、経験豊富かつ有能な人材の確
保・紹介 
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企業向け 
経験豊富かつ高い能力を持つ優秀な人材を紹介。新たなプリオ
ジェクトの発足、事業の拡大、ポストの後続など、ニーズと要
望に合わせて人材を紹介します。 
 
志望者向け 
グローバル展開している企業とパートナシップを築き、様々な
ワークポストを紹介。希望する雇用条件に合わせた企業におい
ての面接対策からアフターケアまで手厚くサポートします。 



推薦評価 

Finance & Accounting    
「FocusCoreのコンサルタントはとてもプロフェッショナルで
親しみやすい。彼らはすぐに私の必要としていることを理解
し、働きやすい会社に紹介してくれた」 
CFO, Media Business  
 
Corporate Finance  
「数年ほどFocusCoreと働いてきたが、彼らは人材紹介の中で
もトッップクオリティを誇る企業だ。彼らの明るく前向きか
つエネルギッシュな人柄はあらゆるレベルの人材と繋がるこ
とに大いに役立っているだろう」 
Finance Director, Financial Services  
 
Actuarial & Insurance 
「私のコンサルタントは仕事に対して非常に専門的で、市場
に対しても深い理解を持っていてとても助かった」 
Senior Cat Modeller, Insurance  
 
Human Resources 
「最高にポジティブで常にエネルギーに溢れたコンサルタン
トだ。信頼できるビジネスパートナーで、良い採用が必要な
時は迷わず尋ねるいい」 
Snr HR Manager, Media  

Information Technology 
「FocusCoreのコンサルタントは有能な人材のデータベースを
持ち高クオリティの結果を出してくれる。一言で言えば、最
高だ」 
CIO, Private Equity  
 
Sales & Marketing 
「コンサルタントは私の話をよく聞いてくれて、信頼性の高
いフィードバックとアドバイスをしてくれた。求職者として
利用したが、今度は企業の採用側として利用したい」 
CMO, Medical Business  
 
Media & Public Relations  
「様々な企業に対する知識を持っていて、いくつもの面接で
大いに助けてもらった」 
Director, Media Firm  
 
Transportation & Supply Chain 
「FocusCoreとはおよそ一年の付き合いになるが、彼らの要望
に応える能力と約束を果たす信頼性には目を見張るものがあ
る。 
President, Logistics Business  
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有期雇用紹介 Why hire a contractor? 
 
“Try before you buy” 

コスト削減：他社、正規雇用に比べてお
よそ50％安く 
 
クオリティ：経験実績のある高スキル人
材 
 
スピード：その業務のエキスパートを約
一週間で紹介/紹介後は業務実績を素早
く向上、良い結果が即座に 

正規採用へ：正規採用の前に試用期間を
設けることで、志願者の企業マッチ度を
確認可能。さらに正規採用に際しても追
加料金なしで手続き可能 
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長期的採用だけでなく、プロジェクト単体でピンポイントに必
要なスキルを持っている人材の紹介もしています。派遣、契約
のどちらでも紹介が可能で、その後経過を見て正社員採用に助

力することも可能です。	
	

これを可能にしているのは、我々FocusCoreがコンサルティン
グのプロとして、企業が必要な人材のニーズ、志願者が持って
いるスキルの両方を把握し、的確にマッチングさせることがで
きるからです。	



Specialisms – 提供人材情報 
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財務会計 
•  法定会計  
•  財務計画、分析 
•  財務省 
•  内部監査 
•  外部監査 
•  リスクマネジメント  
•  シェアドサービス 
•  事業再構築 

税務  
•  法人税プラニング・ア

ドバイジング 
•  法人税コンプライアン

ス 
•  法人税報告 
•  課税リスクマネジメン

ト 
•  個人クライアント税

（源泉税？） 
•  生命保険税金スペシャ

リスト 
•  ロイズ保険税金スペ

シャリスト 
•  国際税務・移転価格ス

ペシャリスト 

交通機関 
•  運送ライン 
•  貨物運送業者 
•  プロジェクト物流 
•  内陸分布 
•  宅配便（速達） 
•  エアライン（カーゴ） 

保険引受業務 
•  生命保険 
•  損害保険 
•  再保険 
•  医務査定 
•  農業 
•  海上保険  
•  クレジット  
•  保証人  

販売 
•  事業開発 
•  会計管理 
•  販売オペレーション  
•  顧客管理 
•  広告営業 

サプライチェーン 
•  調達 
•  コンサルティング 
•  需要計画 
•  品質管理 
•  S&OP 
•  SCM IT 
•  受注管理 

マーケティング 
•  ブランド管理 
•  商品管理 
•  広報・コミュニケー

ション 
•  小売 
•  VMD 
•  デジタルマーケティン

グ 
•  イベントマーケティン

グ 
•  顧客関係管理(CRM) 



Specialisms (continued) 
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不動産 
•  企業不動産 
•  不動産投資 
•  施設管理 
•  プロジェクトマネー

ジャー 
•  健康と安全 
•  ワークスペースプラン

ナー 
•  建築家・デザイナー 

人事 
•  HRゼネラリスト 
•  HRビジネスパートナ

ー 
•  HRシェアードサービ

ス 
•  HRスペシャリスト 
•  Comensation&Benefit 
•  タレントマネジメント 
•  教育・開発 /社員関係 
•  プロジェクト・変更/ 

組織開発 
•  給与管理 

IT - インフラ 
•  ITIL 
•  VoIP 
•  Cisco Networks 
•  LAN / WAN 
•  Firewall 
•  Virtualization 

データ分析 
•  SAS BASE 
•  SAS/STAT 
•  R 
•  Pig 
•  Hive 
•  Hadoop 
•  SAP HANA 

IT – セキュリティ 
•  EnCase 
•  FTK 
•  Volatility/Rekall 

IT – アプリケー
ション 
•  Java 
•  J2EE 
•  .NET 
•  SAP 
•  PHP 
•  SQL 
•  VBA 
•  C/C++ 
•  HTML 

物流Logistics 
•  輸入・輸出 
•  3PL 
•  通関 
•  倉庫管理 



紹介サポート 
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誠実性  
最高の整合性、専門性、誠実さを持つ人材を必要とする
企業紹介し、その情報はFocusCore側で社外秘事項として
順守します。 
 
戦略性 
コンサルタントエキスパートたちにより、必要としてい
る企業高い戦略てコンサルティング能力を発揮して最高
の人材を紹介します。 
 
協調性 
提携企業とパートナーシップ関係を築き、企業側の要望
を正しく理解し、迅速に解決へと導きます。人材の確保
に時間がかかる場合には、何度でも相談し、解決まで共
に模索します。 
 
有能性 
必要に応じて、幹部役員などの特定個人のヘッドハン
ティングを行い、企業が必要としている人材の確保に努
めます。 

Consultation Process 
•  Full job details obtained and key selling facts established  

•  Understanding of company culture 

•  Role promotion prospects 

•  Reporting structures 

•  Remuneration. Salary bench mark supplied on request 

•  Interview process 



紹介までのフロー 
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紹介 
幅広いネットワークから紹
介を受け、信頼性のある人
材を確保 

データベース 
FocusCoreのデータベースに
登録された人材と雇用条件
を照合し、合致した候補者
と企業をマッチング 

ヘッドハンティング 
提示された条件や要望に合
致する人材を選定し、連絡
を取り条件をすり合わせる 

広報・SNS 
FocusCoreサイト登録者や幅
広いSNSからの多彩な人材
確保  

①人材確保	 ②調整	

候補者と企業はFocusCoreが仲
介する形で連絡を取り、互い
に条件が合致するまで調整を
行います。 

フロー 
1.候補者の持つスキル、企業
の雇用条件の再確認 
 
2.企業と候補者のマッチング 
 
3.CV及び職務紹介プレゼン
テーションのアドバイス 
 
4.面接日程調整、履歴書・経
歴書提出 

③紹介	

候補者と企業の双方が条件、日程
の合意に至れば、引き続き
FocuCoreがプロセス管理を行い、
面接から入社まで、一貫してアシ
ストします。 

フロー 
1.面接日程の決定、通知 
 
2.面接後の詳細フィードバック提供 
 
3.オファー交渉 
 
4.カウンターオファー交渉 
 
5.契約書署名 
 
6.入社確認 
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Singapore 
 
Level 27, Prudential Tower, 
30 Cecil Street, Singapore 
 
T: +65 6637 8828  
E: singapore@focuscoregroup.com 
	

Hong Kong 
 
Suite 115 9/F, Somptueux Central, 52 
Wellington Street, Hong Kong 
 
T: +852 95001682 
E: hongkong@focuscoregroup.com 
	

Japan 
 
MAO Building 5F , 3-12-4 Kyobashi, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 
 
D: +81 3 4550 6780 
E: japan@focuscoregroup.com 
	

Myanmar 
 
Level 6, Hledan Centre, Kamayut 
Township Yangon, Myanmar 
 
D: +95 9259104411 
E: myanmar@focuscoregroup.com 


