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チョン・ミン・グエット

LOTUS HUMAN RESOURCES はベトナム政府認定送出し機関
として、皆様のベトナム人労働者受入れのサポートをいたしま
す。両国の発展を担うベトナム人材を教育・育成し、優秀な労働
力を必要とする日本企業にその人材を提供し、技能実習生、エン
ジニア、介護、高度人材、特定技能（就労ビザ）等、顧客の人事
戦略に適したベトナム人材雇用の支援を行います。

LOTUS HUMAN RESOURCES の設立以来、国内外のパート
ナーのニーズを満たすために、継続的に人材育成のための施設整
備、プログラムの開発と改善に投資しています。2020年までに、
東南アジアにおける送出し機関トップ 5を目指します。

経験豊富な指導者と知識豊富な従業員が揃い、そして積極的な精
神、熱意をもって、常に信頼と顧客満足を最優先とした経営理念
の下で、私たちは、個人だけでなく組織の発展にも最適なサービ
スとソリューションを提供しています。

「Beyond differences - 違いを乗り越える」

の方針に従い、異なる価値観や行動様式を持つ多様な人材が
互いの違いを乗り越えて、弊社は毎年何千人もの技能実習生、エ
ンジニア、そして学生のために仕事を創り出す架け橋になること
を約束します。

私たちはあなたの最善のパートナーでありたいと願っています。

BEYOND
DIFFERENCES

違いを乗り越える
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弊社のビジョンは、ベトナムで最大の人材派遣会社になることです。適切
な投資とプロフェッショナル的なシステムの構築により、ベトナムで最高
品質のサービスを提供致します。

VISION
ビジョン

弊社のミッションは、ベトナム人労働者の為に海外での仕事と学習をする
機会を数多く提供し、働き手の夢を実現し、家族を豊かにし、ベトナムに
貢献することにより良いベトナムを作るための架け橋になります。

MISSION
ミッション

弊社のコアバリューは、常に顧客を家族と捉えます。献身的でプロフェッ
ショナルなサービスを提供し、グローバルな考え方を持ち、創造力と学習
意欲を常に鍛え上げます。さらに社会と地域発展への貢献をしていきます。

COREVALU
コアバリュー
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OUR
STRENGTHS

弊社の強み

弊社は政府機関および実習生管理機関とより良い関係を持
ち、労働傷病兵社会福祉省とは強い信頼関係があります。

全国の大学、短大、専門学校や工場と強いつながりを持って
います。

弊社は、監理団体様および受入企業様によって設定された
基準を満たさない候補者は不採用とし、若く、健康で、職
業訓練され、かつ勤勉である候補者を選定します。

常に労働者の利益、企業の利益、監理団体の利益を私たちの
利益よりも優先します。

お客様は神様です。私たちは常にお客様の意見に耳を傾
け、お客様を満足させるために全力を尽くします。

弊社の日本語教育センターでは監視カメラと 24 時間警備員
がいる「オールインワン」のセンターです。

弊社は日本に常駐スタッフを持っており、問題が発生した
場合には迅速に対応することができます。

日本語が上手で、一生懸命働き、責任を持って、人
材派遣での経験に豊富な社員がたくさんいます。
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TECHNICAL
INTERNS

技能実習生

技能実習制度は、国際協力のため開発途上国等の外国人
を技能実習生として一定期間（3年又は 5年）受入れ、
ＯＪＴを通じて技能を移転する制度です。2017 年 11
月より新たな外国人技能実習法が施行されました。業務
に従事しながらの技能実習（On the Job Training）の
適正な実施と技能実習生の保護を図り、人材育成を通じ
た国際協力を推進することを目標としています。

現在、日本は少子高齢化、機械加工、溶接、旋盤、フラ
イス盤、金属プレス、板金、金型加工、電子機器・その
他の組み立て、食品加工（食肉・水産加工品）などから

外国人技能実習制度とは
の若者の工業・製造業離れが進んでいます。

ベトナムの若者の強みはベトナムの工業化・現代化に貢
献しようという固い決意があること、そして技能実習生
として日本で仕事をしながら技術を身につけたいという
強い希望を持っていることです。ベトナム人技能実習生
は先進国日本の工業系製造業（機械加工、電子機器など）
や食料品製造業（食品加工、水産加工）、縫製業などで
仕事をしながら、技術・技能を磨き、経験を積みます。
さらに日本での生活・仕事の中で日本語力・日本の企業
文化や考え方などを身につけます。

弊社は技能・技術を身につけるため忍耐強く意欲的に学ぶ覚悟がある技能実習生を派遣します。
フューチャー短期大学で日本語、マナー、仕事・人生に対する意識を身に付けたベトナム人実習生は必ずやその若さ
とハングリー精神を活かし日本企業のために活躍してくれることでしょう。

外国人技能実習生制度を通して実習生本人が得られるメリット

日本人から働き方、
経験を得られる

自主財源能力が
確保できる

帰国時には日本の技術と
日本語を身に着けられる

家族を助け、国に対しても
貢献できる

1 2
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OCCUPATIONS 
SENT BY LOTUS

L0TUSが送り出している職業

弊社ではベトナム国内の職業訓練学校と提携し、日本の受入企業様のご要望
に合わせて各職種の募集が可能です。
また一次面談での面談も厳しく行っています。様々な職種への派遣実績があ
りますので、お気軽にご相談ください。

食品製造業

機械加工

溶接

ビル
クリーニング

水産加工

建築業

電子機器
組み立て農業

印刷
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RECRUITMENT
STANDARDS

人材募集基準

お客様のご依頼に基づき、
必要な要件を満たした適正な人材を募集します。

明るく元気で素直な子

1

日本語適応力を有する人

2

受入企業様が求める技術
の基礎を身に付けている人

3
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RECRUITMENT
METHOD

募集方法

各地方の役所や公民館、各提携職業訓練学校へ募集活動を行いなが
ら、オンラインのウェブサイト、Facebook ファンページにて人材
を直接募集しています。

SELECTION STEP
選考ステップ

弊社の人材選考は下記のステップにて実行されます。

面談にて志望動機、家族の状況を把握し、選考します

入校の上、1ヶ月の事前教育（自己紹介・挨拶・面接マナー）を
行い、お客様に推薦します。

1

2

3

4

書類審査にて募集条件に従って応募者の履歴書を選考します。

書類審査

筆記試験（ＩＱ、数学、記憶、クレペリン検査）、基礎体力試験（腕
立伏せ、腹筋、圧力等）にて選考します。

筆記試験

面談

事前教育

LOTUS - 07



INTERVIEW
ADOPTION

面接採用

EDUCATION
教育

日本語能力では、会話力とヒヤリング力を身につければ、
仕事の仕方や指示を正しく理解することができ、職場の人
間関係も良好に保てます。
職場で使える日本語にするために重要なのは、授業や日常
生活の中で、なるべく実習現場に近い環境でのコミュケー
ションを数多く重ねることです。

受入企業様又は管理団体様より面接結果を発表し、出国までの注
意事項を説明します。

1

2

3

ご採用頂く受け入れ企業様の基本情報を候補者に開示します。

情報提供

職種毎に筆記試験、体力試験、実技試験のご希望より対応します。

面接

結果発表

コミュニケーション
スキル

習慣と文化
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EDUCATION
GOALS

募集目標

「聞く・話す」ことに重点を置き、毎日必ず日本人教師と
会話する授業を設けるなどして、6ヶ月で日本語能力 N4
レベルを目指します。また、職場でよく使用する専門用語
や、「ともだちことば」の表現を早い段階から導入し、教室
の中での日本語と実習現場の日本語の違いをできるだけ少
なくすることが大切です。日本語教育に加え、日本文化、
マナー、ゴミ分別、その他日本で仕事をするための基本的
な考え方やルール等について教育します。

コミュニケーション能力を重視した会話教育をします。

技能実習生の意識変革（国際化・人間形成・ライフプラン
ニング）を図ります。

1

2

3

日本語基礎の確実な定着と実践日本語力を育成します。

日本語力

コニュニケーション

技能実習
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ORIGINAL
EDUCATION

オリジナル教育

弊社ではベトナム国内の職業訓練学校と提携し、日本の受
入企業様のご要望に合わせて各職種の募集が可能です。
また一次面談での面談も厳しく行っています。様々な職種
への派遣実績がありますので、お気軽にご相談ください。

体力作り・ラジオ体操 ライフプラン教育

２

企業に溶け込む教育

3

人に好まれる３ステップ
- 笑顔で挨拶
- 時間厳守
- やる気を常に保ちます。
正しい知識を教え、事前に教育する
ことで問題を未然に防ぐことが大切
です。

強い精神と心を鍛えます。（疲れる、
なまけたい、寂しいという弱い心に
勝つ）体を鍛え強い身体を作りま
す。全員で「心」を合わせます。1
人の気の緩みは全員の気の緩み。

実習生は日本に行く前に目標、計画
を立てます。日本での実習期間中に
常に自分の目標を確認し、自分のラ
イフプランに近づけます。

１

弊社は技能・技術を身につけるため忍耐強く意欲的に学ぶ覚悟がある技能実習生を派遣します。フューチャー短期大学で日本語、マナー、
仕事・人生に対する意識を身に付けたベトナム人実習生は必ずやその若さとハングリー精神を活かし日本企業のために活躍してくれる
ことでしょう。

社会人としての規則厳守
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資料、仕様書の翻訳を支援します。
1

管理サポート専門の駐在員を日本の主要都市に配置
し、実習初期は全面的に支援します。

2

受入数が多い受入企業のご希望より、駐在員の派遣
を支援します。

3

監理団体様と連携し、定期的に受け入れ企業様をご
訪問し、実習生の生活状況を把握します。

4

トラブル発生時は、監理団体様、受入企業様に速や
かに協力すると共に、技能実習生の家族や所在地の
委員会と協議の上、トラブルの早期解決を図ります。

5

6

TRAINEE
SUPPORTT

実習生のサポート

実習生には 3 年間の契約が終わって帰った時、実習
生のレベルや職業や希望等によって、ベトナムで日
系企業及びその他の事業に仕事紹介致します。

帰国後のサポート

技能実習生
帰国歓迎会

国内人材紹介
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020 年工業立国に向けて、現在ベトナムには若くて能力が
ありハングリー精神あふれるベトナム人技術者が数多くい
ます。電気電子、機械、機械制御、IT を専攻しベトナムトッ
プレベルの理系大学、短期大学を卒業したベトナム技術者
の中から、厳しい選考により選りすぐりの優秀な人材を選
び、弊社の高度人材向けの集中的カリキュラムにて専門日
本語、ビジネスマナー、ビジネススキル、キャリアアップ
意識、将来の目標についての考え方等を教育し、即戦力と

ベトナム人高度技術者育成紹介

FLOW UNTILL
ADOPTION

エンジニア採用までの流れ

ENGINEERS
RESOURCES

エンジニア・高度人材

なれるベトナム人技術者を育成しています。

技術者達は機械加工、電気電子、機械制御、自動車製造、
IT 等の分野の日本企業で仕事をしながら、企業に貢献し信
頼を得、さらには母国ベトナムの工業化に貢献することを
強く希望しています。そのような固い決心の下、ベトナム
人の若い技術者たちは日本企業で仕事ができる日を待ち望
んでいます。

1 - ご希望の人材要件に基づき、提携大学、短期大学にて募集セミナー開催。
-日本での勤務に耐えうる素質を持った人材を選考します。
-意識・志・学力・専門知識・経験・健康などを審査します。
- 受入企様との選考試験・面接

募集・選考

2 日本語、ビジネスマインド、ビジネスマナー、キャリア意識など、日本の
企業で即戦力となって大きく貢献し続けられるために必要な能力を養成し
ます。

教育

3 在留資格申請書類を作成し、ビザ（技術ビザ）の手続きを行います。

書類

4 技術者は日本に入国し、職場に配属されて勤務を開始します。雇用形態は
正社員として直接雇用契約を結ぶ方法と、特定派遣社員として受け入れる
方法があります。

入国・配属
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ホーチミン事務所
住所　 ：ベトナム国HO CHI MINH市 -BINH     
　　　　THANH 区 -15 町 NO 217 DIEN BIEN 　
　　　　PHU通り
TEL　：＋84 （08） 38 227 727 
FAX   ：＋84 （08） 38 227 728

支社事務所
住所　：ベトナム国HO CHI MINH市 -GO VAP郡
　　　　-15 区 -LE DUC THO 736/16
TEL　 : （＋84）28 6681 5213

ハノイ事務所
住所　：ベトナム国HA NOI 市 -NAM TU LIEM区
　　　　-TRUNG VAN町 -TO HUU通り -48 番地
　　　　VIWASEENオフィスビル 19 階
TEL　：＋84-24-3201 -1725
FAX　：＋84-24-3021-1726

北部教育センター
住所　：放送カレッジ 1　第 2 施設 - ハナム省　　
　　　　-PHULY市 -LAM HA町 -LUONG 　　　　
　　　　VANCAN通り

南部教育センター
住所　：HO CHI MINH市 -TAN BINH区 -12 町　
　　　　-NO 1 TRUONG HOANG THANH通り

LOCATION
所在地

MAIL  ：info.lotushr@gmail.com Website : www.lotus-hr.vn
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