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入社後活躍への想い
Our commitment to enabling success

「入社後活躍」とは

エングループの考える「入社後活躍」とは、就転職や採用の瞬間をゴールとするのではなく、その先にある入社者の「企業業績へ

の貢献」と「仕事人生の充実」まで実現すること。入社者が定着せず、転職を繰り返すほうが当社のビジネスチャンスは増えます

が、入社者本人や企業、ひいては社会に大きな損失をもたらします。

だからこそ、安易に転職を煽らない。求人企業の良い点も、そうでない点も開示し、入社後のギャップを予防する。また入社後

フォローも継続する。こうした姿勢を業界の新しい常識とするべく、こだわり続けています。

GOAL

業界一般

Our goal is not the start of a job.
We are committed to enabling success and delivering retention.

General industry practice

入社をゴールとせず「入社後の活躍・定着」まで支援

Job ad, selection, job start

募集・選考・入社
Success, retention

活躍・定着

Job ad, selection, job start

募集・選考・入社

enabling success

enabling success – en group’s vision is to ensure the success of the newly recruited individual in delivering results to the 

company’s business and in developing a personally fulfilling career. The moment of success in facilitating a good career move or 

a new job offer is not the finishing line for us. Far from it. You might think that as a recruitment enterprise, we would welcome 

high staff turnover and job hopping. As we see it, the bigger picture is different. Not only the individual who repeatedly changes 

jobs but the company that has to keep hiring new staff and ultimately the community and wider society will all suffer the 

consequences of repeated upheaval in employment.

This is the very reason why we do not advocate career change without careful consideration. We discuss openly the strengths 

and weaknesses of the companies that are recruiting to preempt issues and disappointment after work starts. We follow up our 

customers regularly after they begin their new job. We want the recruitment sector to adopt our principles as established 

practices in the industry - the new normal. We are committed to reshaping the recruitment landscape to enable success.

enabling success
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Uncompromising Integrity and Reliability

Our Mission: Ensuring Each Candidate’s Success on the Job

At en world, we offer a wide array of services connecting globally active businesses with global talent, from candidate searches 

and referrals to professional contract staffing and recruitment process outsourcing (RPO). We believe that the long duration of 

partnerships we have built since our founding in 1999 is attributable to the core values we have proudly upheld and which all our 

employees adhere to: the conviction that our service does not allow any compromise in integrity and reliability.

For people seeking new positions, our services can become life-changing events. For employers, they can become enablers of 

important business undertakings. Fully aware of this significance, we do not consider our task finished when we place a 

candidate or dispatch a temporary employee. We have not fulfilled our task until we see our candidates succeed in their new 

jobs. That is why—however strong the client's wishes are—we will not recommend a placement unless we judge it to be a 

satisfying match for employer and candidate alike.

Technological advances have dramatically changed the content of work across a wide range of jobs. At en world, too, we make 

optimal use of technology as a tool. But we also understand that job placement has a deeply personal aspect, and trust building 

is of the essence. All our members, from consultants to the operations and administrative staff that support them, value the en 

(relationships) of "en world" and spare no effort in responding to the trust our clients place in us.

Every day, we take genuine pleasure in each new personal and professional connection we facilitate. We very much look 

forward to meeting you.

誠実性と信頼性に妥協のないサービスを

President's Message
エンワールドではグローバル展開を営む企業とグローバル人材の皆さまに、人材紹介やプロフェッショナル派遣、さらには

採用代行まで幅広いサービスをご提供しています。1999年の創業以来、多くの皆さまと長くお付き合いいただいているの

は、エンワールドが誇りを持って守り続けている理念を社員全員が貫いているからだと自負しています。それは誠実性と信

頼性を一切妥協しないサービスをお客様に提供することです。

わたしたちは、転職者の人生を左右する出来事に関わっていることや、採用企業の重要な案件をサポートしていることを

しっかりと認識しています。そのため、エンワールドでは人を紹介、あるいは派遣したら仕事が終わる、と考えていません。紹

介した方々が企業先で入社後に活躍するところを見届けてこそ、仕事が完遂すると考えています。それゆえ、当社では転職

希望者と採用企業双方にとってご満足いただける良いご縁でなければ、たとえお客様が強くご希望になられようともお勧め

しません。

昨今、様々な職種がテクノロジーの進化の影響を受け、業務内容が様変わりしています。当社もテクノロジーをツールとして

最大限活用していますが、求人・転職のご支援は、とてもパーソナルな面に触れるため、信頼関係の構築が不可欠となりま

す。当社のコンサルタントや、彼らを支えている業務や管理部門に至るまでの一人一人は、社名の一部である「縁 -en-」を大

事にし、皆さまの信頼に応えられるよう努力を惜しみません。

今日も新たな出会いをまた一つご提供できることに喜びを感じ、皆さまとお会いできることを楽しみにしています。

入社後活躍を見届けること、それがわたしたちの使命

韓国生まれ。日米で教育を受けた後、アメリカン・エキスプレス・インターナショ

ナルで日本法人社員初の米本社転籍、帰国後は最年少部長に就く。複数企業の

経営幹部を経て、日本インター、アークと上場会社の社長を歴任。2022年、エン

ワールド・ジャパン 代表取締役社長に就任。

金 太浩
代表取締役社長

Born in Korea, educated in Japan and in the U.S.  Joined American Express 

International and became the first Japan based employee to transfer to New 

York headquarters. Held several senior positions at different companies before 

being appointed as CEO of Nihon Inter Electronics and ARRK Inc.  Became 

President & Representative Director of en world Japan in 2022.

Tae Ho Kim
President and Representative Director
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1999

小さなホテルの一室から、世界へ 最も尊敬されるリクルーティングパートナーを目指して

エンワールドは、1999年にグローバル人材の活躍を支援する企業として、都内の小さなホテルの一室からスタートしました。

以来、国内では大阪オフィス開設を経て、現在ではアジア諸国に拠点を広げるマルチナショナルカンパニーへと成長しました。

2010年、エン・ジャパンのグループ会社となったことを機に、入社後活躍をミッションとして掲げ日々進化し続けています。

en world Story

en world Japan K.K. New Era India

Consultancy Pvt. Ltd.

Navigos Search

Grown from one tiny hotel room out onto the world stage

Aiming to become the most respected recruiting partner in the global talent market

en world’s humble beginnings trace back to a tiny Tokyo hotel room in 1999. From the outset, we’ve always been focused on 

pairing global talent with internationally-minded businesses. Since then, we’ve solidified our presence in Tokyo Metropolitan 

Area, expanded domestically with office in Osaka District, and grown into a multinational operation with footholds across Asia. 

In 2010, on becoming part of the en Japan family, we implemented a new corporate mission of enabling success.

06 07

ウォールストリートアソシエイツ株式会社設立

2005 大阪オフィスを開設

2006 派遣・契約事業 (現 コントラクト・プロフェッショナルズ)を開始

2010 エン・ジャパン株式会社の連結子会社になる

2012 エンワールド・ジャパン株式会社に社名を変更

2014 インド拠点として New Era India Consultancy Pvt. Ltd.を

グループ化

2017 エンパワー (採用代行サービス(RPO))のサービス開始

2013 ベトナム拠点として Navigos Group Vietnam Joint Stock 

Companyをグループ化

Established as Wall Street Associates K.K.

Opened Osaka office

Became a consolidated subsidiary of en Japan inc.

Company name changed to en world Japan K.K.

Base of operations in India established with parent company 
acquisition of New Era India Consultancy Pvt. Ltd

Began enPower services (Recruitment Process Outsourcing (RPO))

2019 エン・ジャパンの提供するHR OnBoard (現Enabling Success 

Survey)を全転職者を対象に導入開始
Began post-placement implementation of en Japan’s HR OnBoard 
(currently replaced with Enabling Success Survey) risk identification 
service for all filled positions

Base of operations in Vietnam established with parent company 
acquisition of Navigos Group Vietnam Joint Stock Company

Began dispatch and contract hiring services (Contract Professionals)

沿革 History



Organizational success begins with a solid personnel strategy

We’re here to make your strategy a reality as we assist 
with all your talent-sourcing needs

Securing exceptional talent in today’s competitive market is tough. We get that. Some tasks call for specialist knowledge and 

experience, and recruiting the right personnel for your management strategy is one of them. With 20+ years of hiring support 

experience under our belt and our very own in-house database of job seekers, carefully maintained and constantly updated, en 

world is here to put you in touch with worldwide talent of the highest caliber. Our job isn’t to fill empty seats and call it a day. 

We’re about getting to know your organization, your long-term visions and plans for growth and sustainability, so that we can 

aid your hiring process in a way that both complements your strategy and results in a satisfied and productive new hire. We’re a 

Japanese company thoroughly versed in the local market, and at the same time, our multicultural background gives us a global 

perspective. We’re able to smooth the post-placement experience for all parties involved, bridging the gaps between Japanese 

workplace culture and expectations in other parts of the world. Just take a look at our own team: en world itself aspires to be a 

bastion of diversity and inclusion as we forge the way ahead.

人材に関わるあらゆる課題をサポートします

現代の厳しい採用環境で優秀な人材を獲得し、経営戦略を立てていくには、豊富な知識と経験をもったパートナーが必要です。

エンワールドは、20年以上にわたる採用支援実績と、蓄積してきた独自のデータベースを活かして、トップレベルのグローバル

人材をご紹介しています。また、単に空いたポストを埋めるのではなく、企業の持続的な将来を見通し、長期的なビジョンを考

えながら、人材そして経営戦略に沿った採用支援を行っています。さらに、わたしたちは日本のビジネスを熟知した日本企業で

あると同時に、多様な文化的バックグランドを持つグローバル企業でもあります。転職希望者と企業が直面する、日本と世界の

ビジネス文化の違いに対しても、エンワールドが架け橋となり、そしてわたしたち自身がダイバーシティ＆インクルージョンの

先進企業としてリードしていけるよう、様々なチャレンジを続けていきます。

企業の成功は人材戦略から

Our Services
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各サービスがクロスボーダーしながら、業界トップクラスのデータベース、

独自のネットワークを活かして、企業と人材の最適なマッチングを行います。

正社員採用
エンワールドは創業以来、フルタイムの正社員人材の紹介をコアビジネスとして

発展してきました。幅広い業種のお客様に優秀なグローバル人材をご紹介する

ことは、現在も当社の中心的サービスのひとつです。エンワールドのコンサルタ

ントは主要な職種と業種の両方に精通していますが、当社が他社と異なるところ

は、きめ細かいコンサルティングを通じて、お客様の人材採用の成功はもちろ

ん、採用される方の長期的な活躍も目指している点にあります。

Permanent Recruitment
As its core business since its inception, introducing full-time, permanent global 

talent to clients across a range of industries has always been one of en world's 

key services. Our consultants specialize both in key job functions and industry 

sectors but where en world separates itself from the competition is in its focus 

on providing a highly consultative service, aiming not only for our clients to 

successfully hire talent, but for the candidates we place to add value long term 

as a result.

エグゼクティブサーチ
エンワールドのエグゼクティブサーチは、事業を変革し、組織文化を確立する

リーダーをご紹介するサービスです。当社の継続的かつ独自のサーチにより、お

客様とともに、企業の文化、事業、目標を深く理解し、ビジネスに最大の貢献をも

たらすリーダーの発掘、勧誘、獲得を目指します。またカルチャーマッピングを活

用し、従来のターゲット層のみならず、新しい経験やスキル、多様なバックグラン

ドを持ち合わせた人材、そしてより良い企業文化を醸成させ、ビジネスを発展さ

せられる最適なリーダーをご紹介します。

Executive Search
en world Executive Search is focused on providing the right leaders to transform 

our clients’ businesses and shape their organizational culture. Through retained 

and exclusive searches we partner with our clients to understand their culture, 

business, and goals to ensure the leaders who can make the greatest positive 

impact to the business are identified, attracted and acquired. Through our 

'Culture Mapping' process we identify candidate pools beyond the obvious 

targets and from diverse backgrounds who can bring new experiences and skills, 

while enhancing your culture.

コントラクト・プロフェッショナルズ
エンワールドのコントラクト・プロフェッショナルズは、派遣・契約型の採用に特化

し、専門的な人材の獲得や、ハイレベルなオペレーション業務に課題をお持ちのお

客様をご支援しています。優れた国際感覚を持ち、日本語と英語に堪能なバイリン

ガル人材など、求められる技能を備えた候補者を迅速にお探しします。幅広い業種、

そしてマルチスキルをカバーする人材ネットワークから、重要なミッションやプロ

ジェクトを推進できる人材、専門的な技能を持つ人材をご紹介することで、グローバ

ル企業のビジネスをサポートしています。

Contract Professionals
en world Contract Professionals is a dedicated contract staffing solution provider, 

servicing clients experiencing specialist hiring and high-level operational 

challenges. We specialize in sourcing qualified candidates at short notice, who 

are suited to contract opportunities, possess a global mindset and are bilingual in 

English and Japanese. Our network of talent covers multiple skill sets across a 

variety of industries to help drive mission critical projects and technical 

operational requirements for en world Japan's global clients.

エンパワー
エンパワーは、採用プロセスの最適化、アウトソーシング、コンサルティングといっ

た包括的なソリューションを、日本市場に向けて提供し、発展を遂げてきた採用代

行サービス（RPO）です。エンワールドのリクルーティングに関するノウハウを基盤

に、エン・ジャパンの求人・求職サイトをはじめとする、様々なHRテクノロジーや

サービスを活用しながら、世界でもとりわけ人材不足が深刻な日本市場で、企業の

採用活動を支援し、開始以来わずかの間に日本最大級の採用代行サービスへと成

長しました。

enPower
enPower Recruitment Process Outsourcing (RPO) brand has been developed in 

and for the Japan market to provide a complete suite of recruitment optimization, 

outsourcing and consulting solutions. Fully integrated with en Japan’s job board 

and HR technology eco-system and backed by en world’s agency business, 

enPower has quickly grown to become the largest RPO provider in Japan, 

helping our clients win in the world’s most talent-short market.

Recruitment services that transcend borders, utilizing a world-class network and in-house database to find 

the ideal match for each organization and working professional
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あらゆる業種・職種が網羅された専門チーム

ソーシングから入社後のフォローアップまで一貫してサポートします

エンワールドでは、多種多様な業種・職種に精通したコンサルタントが、採用活動から入社後のフォローアップまでワンストップで

サポートしています。また、コンサルタントは個人単位ではなく、常にチームでクライアント企業と転職希望者の情報を共有し、双

方のニーズがタイムリーにマッチングするよう、チャンスを最大限に広げています。プロフェッショナルとして、期待値の先へ

Industry &
Functional Specialties

業種 Industry

Life Sciences (Medical Devices, Pharmaceuticals, Animal Health, Agricultural Science)

Manufacturing / Industrial (Chemical, Automotive, Machinery, Precision Instruments)

Technology (Hardware, Software)

Consumer Goods (FMCG, Fashion & Luxury, Hospitality, Advertising)

Financial Services (Securities, Banking, Insurance, Asset Management, Real Estate)

Consulting

ライフサイエンス （医療機器、製薬、農業、畜産）

製造業/工業 （化学、自動車、機械、精密機器）

IT （ハードウェア、ソフトウェア）

消費財 （日用消費財、ファッション＆ラグジュアリー、サービス、広告）

金融サービス （証券、銀行、保険、資産管理、不動産）

コンサルティング

職種 Function

Sales & Marketing

Engineering

Research & Development

Accounting & Finance

Human Resources

Corporate Services (General Affairs, Administration, Personal Assistants)

Legal & Compliance

Supply Chain Management / Procurement

Information Technology

営業・マーケティング

エンジニアリング

研究・開発

経理・財務

人事

管理部門 （総務、管理事務、秘書）

法務・コンプライアンス

サプライチェーンマネジメント/購買・物流

IT

Professional service that goes beyond expectations

A dedicated team covering every industry and discipline, 
and a comprehensive assistance package from sourcing to follow-up

en world consultants are thoroughly versed in an expansive array of industries and professional disciplines. They offer one-stop 

support, from the initial hiring process all the way through to post-placement support. When you choose en world, you’re not 

getting one lone consultant. You’ve got the power of an entire team. We continually coordinate information about openings and 

potential hires, operating such that all our clients, both employers and job-seekers, have the best pool available to find that 

perfect match.
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エングループのサービス /  en group services

 / Recruiting services求職者向サービス

 / Corporate services企業向けサービス

Corporate Information

東京本社

大阪オフィス

〒104-0031　東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン 12階

〒530-0015　大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル 9階

TEL:03-4578-3500

TEL:03-4578-3500

会社名

設立

代表取締役社長

Web site

エンワールド・ジャパン株式会社

1999年

金 太浩

https://www.enworld.com/

Tokyo Office

Osaka Office

12F Tokyo Square Garden, 3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031

9F Umeda Center Building, 2-4-12 Nakazaki Nishi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0015

TEL:03-4578-3500

TEL:03-4578-3500

Company Name

Established

President

Web site

en world Japan K.K.

1999

Tae Ho Kim

https://www.enworld.com/en

(Headquarters)
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