
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「開発コンサルタント」は、世界中の開発途上国で、

コンサルティング業務を⾏って

解を深めていただくためのセミナーの他、実際に開発コンサルティング企業の方と直接お話しをす

た海外での仕事に関心

セミナー

個別相談：

 

参加

方法

詳細は近日公開の

対象

「開発コンサルタント」は、世界中の開発途上国で、

コンサルティング業務を⾏って

解を深めていただくためのセミナーの他、実際に開発コンサルティング企業の方と直接お話しをす

た海外での仕事に関心

セミナー予定： 

個別相談：   
 

いずれかに該当する方

①理系⼤学⽣、⼤学院⽣

②社会人で各社の求人内容に準ずる経験がある方
※個別相談を希望の方は、相談希望企業の応募条件を満たしている必要があります。

参加には事前申し込みが必要です。

よりお申込みください。
※応募多数の場合は、

【締

https://sec26.alpha
お問合せ先：

Tel：

参加 

方法 

近日公開のホームページでご確認ください。

対象 

「開発コンサルタント」は、世界中の開発途上国で、

コンサルティング業務を⾏っています。本

解を深めていただくためのセミナーの他、実際に開発コンサルティング企業の方と直接お話しをす

た海外での仕事に関心のある方は是非この機会にご参加ください。

 13：00-開発コンサルタント概要

   14：00-16
 

いずれかに該当する方

①理系⼤学⽣、⼤学院⽣

②社会人で各社の求人内容に準ずる経験がある方
※個別相談を希望の方は、相談希望企業の応募条件を満たしている必要があります。

参加には事前申し込みが必要です。

お申込みください。
応募多数の場合は、

【締 切：

https://sec26.alpha
お問合せ先：（一社）

：03-3593

ホームページでご確認ください。

「開発コンサルタント」は、世界中の開発途上国で、

います。本セミナー

解を深めていただくためのセミナーの他、実際に開発コンサルティング企業の方と直接お話しをす

のある方は是非この機会にご参加ください。

開発コンサルタント概要

16：30（参加企業、

いずれかに該当する方  

①理系⼤学⽣、⼤学院⽣

②社会人で各社の求人内容に準ずる経験がある方
※個別相談を希望の方は、相談希望企業の応募条件を満たしている必要があります。

参加には事前申し込みが必要です。

お申込みください。 
応募多数の場合は、締切前に受付を終了させていただく場合も

切：2017年

https://sec26.alpha-lt.net/ecfa.or.jp/eseminar.htm
（一社）海外コンサルタンツ協会

3593-1171    

ホームページでご確認ください。http://www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/sseminar/index.htm

「開発コンサルタント」は、世界中の開発途上国で、ODA（政府開発援助）や⺠間投資プロジェクトの最前線で、

セミナーでは、開発コンサルティング業界に

解を深めていただくためのセミナーの他、実際に開発コンサルティング企業の方と直接お話しをす

のある方は是非この機会にご参加ください。

開発コンサルタント概要 

（参加企業、JICA

①理系⼤学⽣、⼤学院⽣ 

②社会人で各社の求人内容に準ずる経験がある方
※個別相談を希望の方は、相談希望企業の応募条件を満たしている必要があります。

参加には事前申し込みが必要です。右上、

受付を終了させていただく場合も

年11月20

lt.net/ecfa.or.jp/eseminar.htm
海外コンサルタンツ協会

    E-mail：kono@ecfa.or.jp

http://www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/sseminar/index.htm

（政府開発援助）や⺠間投資プロジェクトの最前線で、

では、開発コンサルティング業界に

解を深めていただくためのセミナーの他、実際に開発コンサルティング企業の方と直接お話しをす

のある方は是非この機会にご参加ください。 

  13：20-

JICA、ECFA

②社会人で各社の求人内容に準ずる経験がある方
※個別相談を希望の方は、相談希望企業の応募条件を満たしている必要があります。

右上、QRコードまたは

受付を終了させていただく場合もございます予めご了承ください。

20日（月

lt.net/ecfa.or.jp/eseminar.htm
海外コンサルタンツ協会（ECFA

kono@ecfa.or.jp

http://www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/sseminar/index.htm

（政府開発援助）や⺠間投資プロジェクトの最前線で、

では、開発コンサルティング業界に関⼼をお持ちの⽅々に、開発コンサルタントについて理

解を深めていただくためのセミナーの他、実際に開発コンサルティング企業の方と直接お話しをす

企業紹介  

ECFA） 

②社会人で各社の求人内容に準ずる経験がある方 
※個別相談を希望の方は、相談希望企業の応募条件を満たしている必要があります。

コードまたは以下の

ございます予めご了承ください。

日（月）】 

lt.net/ecfa.or.jp/eseminar.htm
ECFA） 河野（こうの

kono@ecfa.or.jp 

1

http://www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/sseminar/index.htm

（政府開発援助）や⺠間投資プロジェクトの最前線で、

関⼼をお持ちの⽅々に、開発コンサルタントについて理

解を深めていただくためのセミナーの他、実際に開発コンサルティング企業の方と直接お話しをする機会をご提供します。技術⼒を活かし

 14：00-JICA

※個別相談を希望の方は、相談希望企業の応募条件を満たしている必要があります。 

以下のURL 

ございます予めご了承ください。。 

lt.net/ecfa.or.jp/eseminar.htm  
河野（こうの ） 

11
(

13:00

JICA
(東京都新宿区市谷本村町

http://www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/sseminar/index.htm

お申込みはこちらから

（政府開発援助）や⺠間投資プロジェクトの最前線で、専門性

関⼼をお持ちの⽅々に、開発コンサルタントについて理

る機会をご提供します。技術⼒を活かし

JICA PARTNER
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2017

13:00-16:

JICA 研究所
東京都新宿区市谷本村町

http://www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/sseminar/index.htm

JR 中央線・総武線 「市ヶ谷」

都営地下鉄新宿線 「市ヶ谷」

東京メトロ有楽町線・南北線

お申込みはこちらから

専門性を活かした

関⼼をお持ちの⽅々に、開発コンサルタントについて理

る機会をご提供します。技術⼒を活かし

PARTNER紹介

/25
土) 

2017 

16:30

研究所 
東京都新宿区市谷本村町 10

http://www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/sseminar/index.htm

「市ヶ谷」 徒歩 10 分 

「市ヶ谷」A1 番出口 徒歩

東京メトロ有楽町線・南北線 「市ヶ谷」6 番出口

お申込みはこちらから 

を活かした

関⼼をお持ちの⽅々に、開発コンサルタントについて理

る機会をご提供します。技術⼒を活かし

紹介  

5 

30 

10-5) 

http://www.ecfa.or.jp/japanese/pr/support/sseminar/index.htm 

  

徒歩 10 分  

番出口 徒歩 8 分 



一般社団法人 海外コンサルタンツ協会 （ECFA） URL：http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html                              1 

参加企業の紹介 
 

株式会社エイト日本技術開発 
専門分野：道路・交通・トンネル・橋梁分野 

        環境・資源エネルギー分野 

 

エイト⽇本技術開発は、建設コンサルタントの新たな領域の

開拓を目指し、半世紀以上の実績を有する㈱エイトコンサル

タントと日本技術開発㈱が 2009 年に統合した会社です。

５つの重点分野＜環境・エネルギー分野＞＜自然災害リス

ク軽減分野＞＜都市・地域再生分野＞＜インフラマネジメ

ント分野＞＜情報・通信分野＞に注⼒し、国⼟や環境の

保全および社会資本整備に係る地域レベルから地球規模に

至る多様なニーズに対応しています。海外市場においては、

1970年台から50ヵ国以上の国々で開発コンサル業務を展

開しており、特に道路交通分野、⽔資源・水供給分野、廃

棄物･エネルギー分野、防災分野に強みがあります。 

 

採用情報： 

[道路・交通・トンネル・橋梁分野] 

業務内容：交通計画 MP の策定、FS、交通調査、各種インフ 

ラ調査、道路・トンネル・橋梁施設の調査・計画・ 

設計・積算、施⼯監理 

資格等 ： 学士以上、博士、技術士、技術士補、RCCM、 

⼟⽊施⼯監理技⼠等 道路・交通分野の業務を

３年以上、施⼯監理については関連業務を５年

以上 

[環境・資源エネルギー] 

業務内容： 環境計画・廃棄物ＭＰの策定 

        施設の調査・計画・設計・積算 

        新規プロジェクトのプロポーザル作成 

資格等 ： 学士以上、博士、技術士、技術士補、RCCM, 

          ⼟⽊施⼯管理技⼠等 

        環境・防災分野の業務を５年以上 

連絡先：〒164-8601  住所：東京都中野区本町 5 丁目 33-11 

電話： 03-5341-5155   E-mail： overseas@ej-hds.co.jp Web：http://www.ejec.ej-hds.co.jp 

担当者：益川和正 E-mail: masukawa-ka@ej-hds.co.jp  

株式会社建設技研インターナショナル 
専門分野：⽔資源、防災、道路・交通・橋梁、環境、 

社会配慮、上水道、下水道・排水、エネルギー 

信頼と技術で世界へ貢献 

1999年建設技術研究所の海外事業部から独⽴以来、開

発途上国への技術協⼒を⾏って参りました。 

プロジェクト分野は、【水資源】【下水道・排水】【防災】【環

境】などから始まり、現在は【道路・橋梁・交通】や【エネルギ

ー】への事業拡大など、大きく 8 つの分野に広がっています。  

CTI グループの成⻑と共に、総合開発コンサルタントとして

も幅広い分野のプロジェクトの実現を目標に、質の高いコンサ

ルティングサービスを提供しています。 

【Vision】誠実で真摯な姿勢を⼤切に 

プロフェッショナルなコンサルティング・サービスを提供し 

世界の人々の快適で安全な暮らしの実現に貢献する 

 

■仕事内容 

開発途上国のインフラ設備、社会環境設備に係る調査・計

画・設計・施⼯管理 

■募集分野 

（技術職）⽔資源、防災、道路・橋梁・交通、環境、 

上水道、下水道・排水、エネルギー 

（事務職）営業、社内システム 

■求める経験、資格 

分野により異なるため当⽇お話します。お気軽にブースへお越

し下さい。 

■⻑期アルバイトも募集中！ 

連絡先：東京都江東区⻲⼾ 2-25-14 ⽴花アネックスビル 

業務部 採用担当（TEL: 03-3638-2561 / e-mail: recruit@ctii.co.jp） 

U R L: http://www.ctii.co.jp/ 



一般社団法人

㈱コーエイリサーチ＆コンサルティング

には、関連する施設・機材の規模や機能、事業費といったハ

ードの知識・ノウハウが⽋かせません。当社には建築・機材調

達分野の専門家が在籍しており、ハードとソフトが連携してプ

ロジェクトを計画・⽴案、実施しています。対象となる分野は

保健・医療、教育、職業訓練などの社会セクター、農業、⽔

産業など多岐に亘りますが、施設・機材の計画⽴案段階か

ら当社が抱えるソフト分野の専

門家と積極的な意⾒交換を⾏

い、その結果を計画・設計に反

映させることにより、住⺠ニ

に合った施設や機材の整備を

支援しています。

連絡先：〒

国際航業株式会社

国際航業は、安心で安全、そして持続可能なまちづくりで社

会に貢献すべく、

「Save the Earth, Make Communities Green

旗印に社会の課題解決を実践する企業を目指しています。

またグローバルなサービス展開を積極的に⾏っており、

年代から毎年

気候変動対策、防災、森林保全、⽔資源開発、上下⽔

道、農業、廃棄物管理、都市計画、再⽣可能エネルギー、

建築、⾦融包摂･難⺠⽀援・ジェンダー

して活躍しています。

連絡先

一般社団法人 海外コンサル

㈱コーエイリサーチ＆コンサルティング

には、関連する施設・機材の規模や機能、事業費といったハ

ードの知識・ノウハウが⽋かせません。当社には建築・機材調

達分野の専門家が在籍しており、ハードとソフトが連携してプ

ロジェクトを計画・⽴案、実施しています。対象となる分野は

保健・医療、教育、職業訓練などの社会セクター、農業、⽔

産業など多岐に亘りますが、施設・機材の計画⽴案段階か

ら当社が抱えるソフト分野の専

門家と積極的な意⾒交換を⾏

い、その結果を計画・設計に反

映させることにより、住⺠ニ

に合った施設や機材の整備を

支援しています。 

連絡先：〒102

国際航業株式会社

国際航業は、安心で安全、そして持続可能なまちづくりで社

会に貢献すべく、 

Save the Earth, Make Communities Green

旗印に社会の課題解決を実践する企業を目指しています。

またグローバルなサービス展開を積極的に⾏っており、

年代から毎年 40

気候変動対策、防災、森林保全、⽔資源開発、上下⽔

道、農業、廃棄物管理、都市計画、再⽣可能エネルギー、

建築、⾦融包摂･難⺠⽀援・ジェンダー

して活躍しています。

連絡先: 東京都千代⽥区六番町

TEL: 03

海外コンサルタンツ協会 

㈱コーエイリサーチ＆コンサルティング

ソフト主導で開発プロジェクトを計画する

場合でも、実現可能なプロジェクトの⽴案

には、関連する施設・機材の規模や機能、事業費といったハ

ードの知識・ノウハウが⽋かせません。当社には建築・機材調

達分野の専門家が在籍しており、ハードとソフトが連携してプ

ロジェクトを計画・⽴案、実施しています。対象となる分野は

保健・医療、教育、職業訓練などの社会セクター、農業、⽔

産業など多岐に亘りますが、施設・機材の計画⽴案段階か

ら当社が抱えるソフト分野の専

門家と積極的な意⾒交換を⾏

い、その結果を計画・設計に反

映させることにより、住⺠ニーズ

に合った施設や機材の整備を

  

102-0083 東京都千代田区麹町

TEL: 03 (3265) 8311

国際航業株式会社 

国際航業は、安心で安全、そして持続可能なまちづくりで社

 

Save the Earth, Make Communities Green

旗印に社会の課題解決を実践する企業を目指しています。

またグローバルなサービス展開を積極的に⾏っており、

40 以上の国と地域で

気候変動対策、防災、森林保全、⽔資源開発、上下⽔

道、農業、廃棄物管理、都市計画、再⽣可能エネルギー、

建築、⾦融包摂･難⺠⽀援・ジェンダー

して活躍しています。 

東京都千代⽥区六番町

03-6361-2451

 （ECFA） URL

㈱コーエイリサーチ＆コンサルティング

ソフト主導で開発プロジェクトを計画する

場合でも、実現可能なプロジェクトの⽴案

には、関連する施設・機材の規模や機能、事業費といったハ

ードの知識・ノウハウが⽋かせません。当社には建築・機材調

達分野の専門家が在籍しており、ハードとソフトが連携してプ

ロジェクトを計画・⽴案、実施しています。対象となる分野は

保健・医療、教育、職業訓練などの社会セクター、農業、⽔

産業など多岐に亘りますが、施設・機材の計画⽴案段階か

ら当社が抱えるソフト分野の専

門家と積極的な意⾒交換を⾏

い、その結果を計画・設計に反

東京都千代田区麹町

TEL: 03 (3265) 8311

国際航業は、安心で安全、そして持続可能なまちづくりで社

Save the Earth, Make Communities Green

旗印に社会の課題解決を実践する企業を目指しています。

またグローバルなサービス展開を積極的に⾏っており、

以上の国と地域で地理空間情報

気候変動対策、防災、森林保全、⽔資源開発、上下⽔

道、農業、廃棄物管理、都市計画、再⽣可能エネルギー、

建築、⾦融包摂･難⺠⽀援・ジェンダー等のコンサルタントと

東京都千代⽥区六番町 2番地 

2451 E-mail: 

URL：http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

㈱コーエイリサーチ＆コンサルティング 

ソフト主導で開発プロジェクトを計画する

場合でも、実現可能なプロジェクトの⽴案

には、関連する施設・機材の規模や機能、事業費といったハ

ードの知識・ノウハウが⽋かせません。当社には建築・機材調

達分野の専門家が在籍しており、ハードとソフトが連携してプ

ロジェクトを計画・⽴案、実施しています。対象となる分野は

保健・医療、教育、職業訓練などの社会セクター、農業、⽔

産業など多岐に亘りますが、施設・機材の計画⽴案段階か

東京都千代田区麹町 4-2-7 

TEL: 03 (3265) 8311（代表）

国際航業は、安心で安全、そして持続可能なまちづくりで社

Save the Earth, Make Communities Green

旗印に社会の課題解決を実践する企業を目指しています。

またグローバルなサービス展開を積極的に⾏っており、1960

地理空間情報/GIS

気候変動対策、防災、森林保全、⽔資源開発、上下⽔

道、農業、廃棄物管理、都市計画、再⽣可能エネルギー、

等のコンサルタントと

 海外本部海外業務企画部

mail: overseas2@kk

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

専門分野：

ソフト主導で開発プロジェクトを計画する

場合でも、実現可能なプロジェクトの⽴案

には、関連する施設・機材の規模や機能、事業費といったハ

ードの知識・ノウハウが⽋かせません。当社には建築・機材調

達分野の専門家が在籍しており、ハードとソフトが連携してプ

ロジェクトを計画・⽴案、実施しています。対象となる分野は

保健・医療、教育、職業訓練などの社会セクター、農業、⽔

産業など多岐に亘りますが、施設・機材の計画⽴案段階か

採用情報：

【開発コンサルタント（建設設計・機材計画）

•業務内容：

•資

•そ の

 

※ご興味お持ち頂ける⽅は、是非弊社ブースにお⽴ち寄りくだ

さい 

7 麹町 4 丁目共同ビル

（代表） FAX: 03 (3265) 8316

専門分野

 

国際航業は、安心で安全、そして持続可能なまちづくりで社

Save the Earth, Make Communities Green」を

旗印に社会の課題解決を実践する企業を目指しています。 

1960

/GIS、

気候変動対策、防災、森林保全、⽔資源開発、上下⽔

道、農業、廃棄物管理、都市計画、再⽣可能エネルギー、

等のコンサルタントと

 

採用情報

途上国政府が発注する

での業務に強い熱意を持っている方をお待ちしています。
 

【募集ポジション】

・開発コンサルタント

・開発コンサルタント（ジュニア）
 

個別相談の事前予約を受け付けます

時間を明記の上、以下の連絡先までご連絡ください。

連絡先：

海外本部海外業務企画部

overseas2@kk-grp.jp

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

専門分野：⺠間セクター開発、ファイナンス、ガバナンス、

教育、産業⼈材育成、保健・医療、

平和構築・社会開発、建築設計・機材計画

採用情報： 

開発コンサルタント（建設設計・機材計画）

業務内容：ODA

設計、積算、⼊札補助及び設計監理

資 格：修士号以上

TOEIC700

社会人経験

1級建築士（建築設計）

機材調達経験（機材・計画）

そ の 他：開発途上国への⻑期出張が可能なこと

開発途上国業務に強い熱意を持っていること

※ご興味お持ち頂ける⽅は、是非弊社ブースにお⽴ち寄りくだ

丁目共同ビル 9F

FAX: 03 (3265) 8316

専門分野: 気候変動対策、防災・環境保全、社会インフラ

再⽣可能エネルギー、地理空間情報×

採用情報: JICA をはじめとする

途上国政府が発注する

での業務に強い熱意を持っている方をお待ちしています。

【募集ポジション】 

・開発コンサルタント

・開発コンサルタント（ジュニア）

個別相談の事前予約を受け付けます

時間を明記の上、以下の連絡先までご連絡ください。

連絡先：ren_fujimura@kk

海外本部海外業務企画部 藤村 

grp.jp Web: http://www.kkc.co.jp/recruit/

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html                              

⺠間セクター開発、ファイナンス、ガバナンス、

教育、産業⼈材育成、保健・医療、

平和構築・社会開発、建築設計・機材計画

開発コンサルタント（建設設計・機材計画）

ODA コンサルタント業務に関連する施設計画

設計、積算、⼊札補助及び設計監理

：修士号以上 

TOEIC700 点以上目安（応相談）

社会人経験 2年以上

級建築士（建築設計）

機材調達経験（機材・計画）

開発途上国への⻑期出張が可能なこと

開発途上国業務に強い熱意を持っていること

※ご興味お持ち頂ける⽅は、是非弊社ブースにお⽴ち寄りくだ

9F  

FAX: 03 (3265) 8316  

気候変動対策、防災・環境保全、社会インフラ

再⽣可能エネルギー、地理空間情報×

をはじめとする

途上国政府が発注する ODA 事業に従事

での業務に強い熱意を持っている方をお待ちしています。

 

・開発コンサルタント（ジュニア） 

個別相談の事前予約を受け付けます

時間を明記の上、以下の連絡先までご連絡ください。

ren_fujimura@kk-

http://www.kkc.co.jp/recruit/

                              

⺠間セクター開発、ファイナンス、ガバナンス、

教育、産業⼈材育成、保健・医療、

平和構築・社会開発、建築設計・機材計画

開発コンサルタント（建設設計・機材計画）

コンサルタント業務に関連する施設計画

設計、積算、⼊札補助及び設計監理

点以上目安（応相談）

年以上 

級建築士（建築設計） 

機材調達経験（機材・計画）

開発途上国への⻑期出張が可能なこと

開発途上国業務に強い熱意を持っていること

※ご興味お持ち頂ける⽅は、是非弊社ブースにお⽴ち寄りくだ

気候変動対策、防災・環境保全、社会インフラ

再⽣可能エネルギー、地理空間情報×

をはじめとする、世銀、ADB

事業に従事します

での業務に強い熱意を持っている方をお待ちしています。

 

個別相談の事前予約を受け付けます。お名前、ご専門、希望

時間を明記の上、以下の連絡先までご連絡ください。

-grp.jp 

http://www.kkc.co.jp/recruit/

                              

⺠間セクター開発、ファイナンス、ガバナンス、 

教育、産業⼈材育成、保健・医療、 

平和構築・社会開発、建築設計・機材計画 

開発コンサルタント（建設設計・機材計画）】 

コンサルタント業務に関連する施設計画

設計、積算、⼊札補助及び設計監理 

点以上目安（応相談） 

 

機材調達経験（機材・計画） 

開発途上国への⻑期出張が可能なこと 

開発途上国業務に強い熱意を持っていること

※ご興味お持ち頂ける⽅は、是非弊社ブースにお⽴ち寄りくだ

気候変動対策、防災・環境保全、社会インフラ

再⽣可能エネルギー、地理空間情報×ICT など

ADB 等、援助機関

します。開発途上国

での業務に強い熱意を持っている方をお待ちしています。 

。お名前、ご専門、希望

時間を明記の上、以下の連絡先までご連絡ください。 

http://www.kkc.co.jp/recruit/ 
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コンサルタント業務に関連する施設計画/

開発途上国業務に強い熱意を持っていること 

※ご興味お持ち頂ける⽅は、是非弊社ブースにお⽴ち寄りくだ

気候変動対策、防災・環境保全、社会インフラ 

など 

等、援助機関や

開発途上国

。お名前、ご専門、希望



一般社団法人

株式会社

 

“1000

視点と、純粋な心

三祐コンサルタンツは、創⽴以来

及び世界
社会インフラや環境、エネルギーなど幅広い分野で事業を⾏

ってきました。
世界的な気候変動に伴い、世界各地で増加する干ばつや
洪⽔等の災害によって、国際的に⽔・農業・⾷料の問題の

重要性が増す中、私たちの活躍のフィールドは広がっていま
す。 
 

 

 

連絡先：

株式会社

【会社概要】

日水コンは

ントとして、国内外の水インフラ整備に貢献してきました。今

⽇、⽔インフラをめぐる状況には財源や⼈材の不⾜、環境問

題、水資源問題、浸水対策、耐震化など、様々な課題があ

ります。このような多岐にわたる課題に対処し『潤いある未来

へ』向かって貢献していくことがわたしたちの使命です
 

連絡先：東京都新宿区⻄新宿

一般社団法人 海外コンサル

株式会社 三祐コンサルタンツ

1000 年先の地球と語り合う、少年のような

視点と、純粋な心

三祐コンサルタンツは、創⽴以来

及び世界 70 カ国以上で、農業農村開発、水資源開発、
社会インフラや環境、エネルギーなど幅広い分野で事業を⾏

ってきました。 
世界的な気候変動に伴い、世界各地で増加する干ばつや
洪⽔等の災害によって、国際的に⽔・農業・⾷料の問題の

重要性が増す中、私たちの活躍のフィールドは広がっていま
 

連絡先：〒170-
海外事業本部企画推進部（担当：荒川）
E-mail

株式会社 日水コン

【会社概要】 

日水コンは 1959

ントとして、国内外の水インフラ整備に貢献してきました。今

⽇、⽔インフラをめぐる状況には財源や⼈材の不⾜、環境問

題、水資源問題、浸水対策、耐震化など、様々な課題があ

ります。このような多岐にわたる課題に対処し『潤いある未来

へ』向かって貢献していくことがわたしたちの使命です

連絡先：東京都新宿区⻄新宿

FAX：03
総務部人事課

エジプト：
調査・計画

海外コンサルタンツ協会 

三祐コンサルタンツ

年先の地球と語り合う、少年のような

視点と、純粋な心。” 

三祐コンサルタンツは、創⽴以来

カ国以上で、農業農村開発、水資源開発、
社会インフラや環境、エネルギーなど幅広い分野で事業を⾏

世界的な気候変動に伴い、世界各地で増加する干ばつや
洪⽔等の災害によって、国際的に⽔・農業・⾷料の問題の

重要性が増す中、私たちの活躍のフィールドは広がっていま

-0004 東京都豊島区北⼤塚
海外事業本部企画推進部（担当：荒川）

mail：m-ovs-eigyo@sanyu

日水コン 

1959 年の創業以来、⽔環境の専門コンサルタ

ントとして、国内外の水インフラ整備に貢献してきました。今

⽇、⽔インフラをめぐる状況には財源や⼈材の不⾜、環境問

題、水資源問題、浸水対策、耐震化など、様々な課題があ

ります。このような多岐にわたる課題に対処し『潤いある未来

へ』向かって貢献していくことがわたしたちの使命です

連絡先：東京都新宿区⻄新宿

03-5323-6480
総務部人事課 ： saiyou@@nissuicon.co.jp

：灌漑施設の改修に係る
計画・設計・積算・施⼯監理

 （ECFA） URL

三祐コンサルタンツ 

年先の地球と語り合う、少年のような

三祐コンサルタンツは、創⽴以来 54 年にわたり、⽇本国内
カ国以上で、農業農村開発、水資源開発、

社会インフラや環境、エネルギーなど幅広い分野で事業を⾏

世界的な気候変動に伴い、世界各地で増加する干ばつや
洪⽔等の災害によって、国際的に⽔・農業・⾷料の問題の

重要性が増す中、私たちの活躍のフィールドは広がっていま

東京都豊島区北⼤塚

海外事業本部企画推進部（担当：荒川）
eigyo@sanyu

年の創業以来、⽔環境の専門コンサルタ

ントとして、国内外の水インフラ整備に貢献してきました。今

⽇、⽔インフラをめぐる状況には財源や⼈材の不⾜、環境問

題、水資源問題、浸水対策、耐震化など、様々な課題があ

ります。このような多岐にわたる課題に対処し『潤いある未来

へ』向かって貢献していくことがわたしたちの使命です

連絡先：東京都新宿区⻄新宿 6-22-1 
6480       
saiyou@@nissuicon.co.jp

ベナン：⼥性が
運ぶ習慣に配慮

施設の改修に係る
・設計・積算・施⼯監理 

URL：http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

年先の地球と語り合う、少年のような

年にわたり、⽇本国内

カ国以上で、農業農村開発、水資源開発、
社会インフラや環境、エネルギーなど幅広い分野で事業を⾏

世界的な気候変動に伴い、世界各地で増加する干ばつや
洪⽔等の災害によって、国際的に⽔・農業・⾷料の問題の

重要性が増す中、私たちの活躍のフィールドは広がっていま

東京都豊島区北⼤塚 1 丁目
海外事業本部企画推進部（担当：荒川） 

eigyo@sanyu-con.co.jp

年の創業以来、⽔環境の専門コンサルタ

ントとして、国内外の水インフラ整備に貢献してきました。今

⽇、⽔インフラをめぐる状況には財源や⼈材の不⾜、環境問

題、水資源問題、浸水対策、耐震化など、様々な課題があ

ります。このような多岐にわたる課題に対処し『潤いある未来

へ』向かって貢献していくことがわたしたちの使命です 

 新宿スクエアタワー
        

saiyou@@nissuicon.co.jp

⼥性が頭にたらいを載せて
配慮した給水栓の設計

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

専門分野

年先の地球と語り合う、少年のような

年にわたり、⽇本国内

カ国以上で、農業農村開発、水資源開発、
社会インフラや環境、エネルギーなど幅広い分野で事業を⾏

世界的な気候変動に伴い、世界各地で増加する干ばつや
洪⽔等の災害によって、国際的に⽔・農業・⾷料の問題の

重要性が増す中、私たちの活躍のフィールドは広がっていま

 
【求人情報】
 
募集職種：

募集条件：
優遇条件：

勤務地：
業務対象国：全世界
 
※新卒採用の場合、

も、入社当初は国内事業本部に配属されます。
※皆さまがお持ちのスキルを農業農村開発の

してみませんか？事前のご質問も受け付けております。お気軽
にご連絡ください。

丁目 13 番 17 
 電話： 03

con.co.jp URL：https://sanyu

専門分野：上下水道

年の創業以来、⽔環境の専門コンサルタ

ントとして、国内外の水インフラ整備に貢献してきました。今

⽇、⽔インフラをめぐる状況には財源や⼈材の不⾜、環境問

題、水資源問題、浸水対策、耐震化など、様々な課題があ

ります。このような多岐にわたる課題に対処し『潤いある未来

採用情報：
[業務内容
【土木・環境系】：水道、下水道、河川、環境、廃棄物等に関
する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング業務
 
【プラント機械系】
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング
業務 
 
【プラント電気系】
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング
業務 
 
[資格]
【新卒】：理⼯系学部卒業者、⼜は⼤学院修了者、同予定者
【中途】：同種分野で実務経験を有する方。

新宿スクエアタワー TEL：

saiyou@@nissuicon.co.jp 

頭にたらいを載せて
した給水栓の設計 

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

専門分野：農業土木、土木、給水（および下水、

衛生工学）、地下水、地質、農業、

農業経済、経済、社会学

【求人情報】 

募集職種： 農業土木、土木、給水（および下水、衛生工
学）、地下水、地質、農業、農業経済、経済、
社会学

募集条件： 学士以上取得、
優遇条件： 修士号以 上取得者 、 技 術 士 保有者 、

TOEIC800
勤務地： 東京都
業務対象国：全世界

新卒採用の場合、
も、入社当初は国内事業本部に配属されます。
皆さまがお持ちのスキルを農業農村開発の
してみませんか？事前のご質問も受け付けております。お気軽
にご連絡ください。

17 号 日本綜合地所大塚ビル
03-5394-8991
https://sanyu

専門分野：上下水道

採用情報： 
業務内容] 

【土木・環境系】：水道、下水道、河川、環境、廃棄物等に関
する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング業務

【プラント機械系】: 
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング

 

【プラント電気系】: 
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング

 

] 
【新卒】：理⼯系学部卒業者、⼜は⼤学院修了者、同予定者
【中途】：同種分野で実務経験を有する方。

：03-5323-

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html                              

：農業土木、土木、給水（および下水、

衛生工学）、地下水、地質、農業、

農業経済、経済、社会学

農業土木、土木、給水（および下水、衛生工
学）、地下水、地質、農業、農業経済、経済、
社会学 
学士以上取得、TOEIC
修士号以 上取得者 、 技 術 士 保有者 、
TOEIC800 点以上

東京都 
業務対象国：全世界  アジア・アフリカ・中近東等の途上国

新卒採用の場合、将来海外事業本部に配属される場合で
も、入社当初は国内事業本部に配属されます。
皆さまがお持ちのスキルを農業農村開発の
してみませんか？事前のご質問も受け付けております。お気軽
にご連絡ください。 

日本綜合地所大塚ビル
8991 

https://sanyu-recruit.jp/guideline/mid

専門分野：上下水道 

【土木・環境系】：水道、下水道、河川、環境、廃棄物等に関
する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング業務

 浄⽔場、下⽔処理場等に設
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング

 浄⽔場、下⽔処理場等に設置される電気
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング

【新卒】：理⼯系学部卒業者、⼜は⼤学院修了者、同予定者
【中途】：同種分野で実務経験を有する方。

-6200  

                              

：農業土木、土木、給水（および下水、

衛生工学）、地下水、地質、農業、

農業経済、経済、社会学 

農業土木、土木、給水（および下水、衛生工
学）、地下水、地質、農業、農業経済、経済、

TOEIC500 点以上
修士号以 上取得者 、 技 術 士 保有者 、

点以上 

アジア・アフリカ・中近東等の途上国

将来海外事業本部に配属される場合で
も、入社当初は国内事業本部に配属されます。
皆さまがお持ちのスキルを農業農村開発の
してみませんか？事前のご質問も受け付けております。お気軽

日本綜合地所大塚ビル 

recruit.jp/guideline/mid

【土木・環境系】：水道、下水道、河川、環境、廃棄物等に関
する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング業務

浄⽔場、下⽔処理場等に設
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング

浄⽔場、下⽔処理場等に設置される電気
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング

【新卒】：理⼯系学部卒業者、⼜は⼤学院修了者、同予定者
【中途】：同種分野で実務経験を有する方。 

                              

：農業土木、土木、給水（および下水、 

衛生工学）、地下水、地質、農業、 

農業土木、土木、給水（および下水、衛生工
学）、地下水、地質、農業、農業経済、経済、

点以上 
修士号以 上取得者 、 技 術 士 保有者 、

アジア・アフリカ・中近東等の途上国

将来海外事業本部に配属される場合で
も、入社当初は国内事業本部に配属されます。 
皆さまがお持ちのスキルを農業農村開発の ODA 分野で活か
してみませんか？事前のご質問も受け付けております。お気軽

recruit.jp/guideline/mid-career/

【土木・環境系】：水道、下水道、河川、環境、廃棄物等に関
する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング業務 

浄⽔場、下⽔処理場等に設置される機械
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング

浄⽔場、下⽔処理場等に設置される電気
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング

【新卒】：理⼯系学部卒業者、⼜は⼤学院修了者、同予定者
 

                              3 

農業土木、土木、給水（および下水、衛生工
学）、地下水、地質、農業、農業経済、経済、

修士号以 上取得者 、 技 術 士 保有者 、

アジア・アフリカ・中近東等の途上国 

将来海外事業本部に配属される場合で

分野で活か
してみませんか？事前のご質問も受け付けております。お気軽

career/ 

【土木・環境系】：水道、下水道、河川、環境、廃棄物等に関
 

置される機械
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング

浄⽔場、下⽔処理場等に設置される電気
設備に関する調査・計画・設計・⼯事監理等のコンサルティング

【新卒】：理⼯系学部卒業者、⼜は⼤学院修了者、同予定者 



一般社団法人

株式会社日本空港コンサルタンツ

り、良質なコンサルティングサービスを通じてその成果を社会に

還元するとともに、⾃らの技術⼒と専門性を⾼めてきました。

旅客ターミナルや滑⾛路等の空港施設及び航空保安無線・

照明施設の整備に係る調査、計画、設計、施⼯管理を主

要業務とし、海外においては、東南アジア諸国をはじめとし

て、多くの国々でこれらの業務を展開しております。

今後は、施設整備に留まることなく、航空輸送をネットワーク

として広域交通システムの中で位地づけ、総合的な計画を

⾏い、多角的な開発・設計業務を⾏っていくことが必要と考

えています。

連絡先：東京都中央区勝どき
 

日本工営株式会社

【会社情報】
日本工営は、国内だけでなく世界約
プロジェクトに関わる会社です。
事業の中軸であるコンサルティング事業では、水資源・河川、
都市・地域開発、交通運輸、防災、環境、農業などの幅広
い分野のプロジェクトにおける企画⽴案から、計画・調査、設

計、施⼯監理、維持管理業務を通じ、社会インフラ整備全

体を⽀えています。国内では、防災・減災やインフラの⽼朽化

対策の強化、海外では、インフラ輸出戦略の推進を図ってい

ます。
学んだ知識を活かして国や地域の発展につながるインフラプロ

ジェクトにかかわりたいと考えている方は、ぜひ当社ブースへお
越しください。
【基本情報】
●設⽴：

●資本⾦：

●売上高：
   
●従業員数：
 
 
 

連絡先：

一般社団法人 海外コンサル

株式会社日本空港コンサルタンツ

㈱日本空港コンサルタンツは、

が国で唯一の空港・航空分野の専門コンサ

ルタントとして発足しました。以来、国内外の

空港・航空関連施設整備に積極的に関わ

り、良質なコンサルティングサービスを通じてその成果を社会に

還元するとともに、⾃らの技術⼒と専門性を⾼めてきました。

旅客ターミナルや滑⾛路等の空港施設及び航空保安無線・

照明施設の整備に係る調査、計画、設計、施⼯管理を主

要業務とし、海外においては、東南アジア諸国をはじめとし

て、多くの国々でこれらの業務を展開しております。

今後は、施設整備に留まることなく、航空輸送をネットワーク

として広域交通システムの中で位地づけ、総合的な計画を

⾏い、多角的な開発・設計業務を⾏っていくことが必要と考

えています。 

連絡先：東京都中央区勝どき
 国際業務本部

URL:  

日本工営株式会社

【会社情報】 
日本工営は、国内だけでなく世界約
プロジェクトに関わる会社です。
事業の中軸であるコンサルティング事業では、水資源・河川、
都市・地域開発、交通運輸、防災、環境、農業などの幅広
い分野のプロジェクトにおける企画⽴案から、計画・調査、設

計、施⼯監理、維持管理業務を通じ、社会インフラ整備全

体を⽀えています。国内では、防災・減災やインフラの⽼朽化

対策の強化、海外では、インフラ輸出戦略の推進を図ってい

ます。 
学んだ知識を活かして国や地域の発展につながるインフラプロ

ジェクトにかかわりたいと考えている方は、ぜひ当社ブースへお
越しください。 
【基本情報】 
設⽴：1947年
資本⾦：73億
売上高：1,013

       617億
従業員数：4,566

連絡先： 日本工営株式会社
住所：東京都千代⽥区九段北

TEL：03

海外コンサルタンツ協会 

株式会社日本空港コンサルタンツ

㈱日本空港コンサルタンツは、

が国で唯一の空港・航空分野の専門コンサ

ルタントとして発足しました。以来、国内外の

空港・航空関連施設整備に積極的に関わ

り、良質なコンサルティングサービスを通じてその成果を社会に

還元するとともに、⾃らの技術⼒と専門性を⾼めてきました。

旅客ターミナルや滑⾛路等の空港施設及び航空保安無線・

照明施設の整備に係る調査、計画、設計、施⼯管理を主

要業務とし、海外においては、東南アジア諸国をはじめとし

て、多くの国々でこれらの業務を展開しております。

今後は、施設整備に留まることなく、航空輸送をネットワーク

として広域交通システムの中で位地づけ、総合的な計画を

⾏い、多角的な開発・設計業務を⾏っていくことが必要と考

連絡先：東京都中央区勝どき
国際業務本部 業務調整室

 http://www.jacinc.jp/

日本工営株式会社 

日本工営は、国内だけでなく世界約
プロジェクトに関わる会社です。 
事業の中軸であるコンサルティング事業では、水資源・河川、
都市・地域開発、交通運輸、防災、環境、農業などの幅広
い分野のプロジェクトにおける企画⽴案から、計画・調査、設

計、施⼯監理、維持管理業務を通じ、社会インフラ整備全

体を⽀えています。国内では、防災・減災やインフラの⽼朽化

対策の強化、海外では、インフラ輸出戦略の推進を図ってい

学んだ知識を活かして国や地域の発展につながるインフラプロ

ジェクトにかかわりたいと考えている方は、ぜひ当社ブースへお

年 6月 7 日 
億 9300万円 

1,013億3,800万円（
億 3,400万円（

4,566名（連結）

日本工営株式会社
住所：東京都千代⽥区九段北

03-3238-8035

 （ECFA） URL

株式会社日本空港コンサルタンツ

㈱日本空港コンサルタンツは、

が国で唯一の空港・航空分野の専門コンサ

ルタントとして発足しました。以来、国内外の

空港・航空関連施設整備に積極的に関わ

り、良質なコンサルティングサービスを通じてその成果を社会に

還元するとともに、⾃らの技術⼒と専門性を⾼めてきました。

旅客ターミナルや滑⾛路等の空港施設及び航空保安無線・

照明施設の整備に係る調査、計画、設計、施⼯管理を主

要業務とし、海外においては、東南アジア諸国をはじめとし

て、多くの国々でこれらの業務を展開しております。

今後は、施設整備に留まることなく、航空輸送をネットワーク

として広域交通システムの中で位地づけ、総合的な計画を

⾏い、多角的な開発・設計業務を⾏っていくことが必要と考

連絡先：東京都中央区勝どき 1 丁目 13
業務調整室  TEL: 03

http://www.jacinc.jp/

日本工営は、国内だけでなく世界約 160 カ国で社会インフラ
 

事業の中軸であるコンサルティング事業では、水資源・河川、
都市・地域開発、交通運輸、防災、環境、農業などの幅広
い分野のプロジェクトにおける企画⽴案から、計画・調査、設

計、施⼯監理、維持管理業務を通じ、社会インフラ整備全

体を⽀えています。国内では、防災・減災やインフラの⽼朽化

対策の強化、海外では、インフラ輸出戦略の推進を図ってい

学んだ知識を活かして国や地域の発展につながるインフラプロ

ジェクトにかかわりたいと考えている方は、ぜひ当社ブースへお

 
 
万円（2017年

万円（2017年 6
名（連結） 2,013名（単体）

日本工営株式会社 人事部 石貫
住所：東京都千代⽥区九段北

8035  MAIL：

URL：http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

株式会社日本空港コンサルタンツ 

㈱日本空港コンサルタンツは、1970 年に我

が国で唯一の空港・航空分野の専門コンサ

ルタントとして発足しました。以来、国内外の

空港・航空関連施設整備に積極的に関わ

り、良質なコンサルティングサービスを通じてその成果を社会に

還元するとともに、⾃らの技術⼒と専門性を⾼めてきました。

旅客ターミナルや滑⾛路等の空港施設及び航空保安無線・

照明施設の整備に係る調査、計画、設計、施⼯管理を主

要業務とし、海外においては、東南アジア諸国をはじめとし

て、多くの国々でこれらの業務を展開しております。 

今後は、施設整備に留まることなく、航空輸送をネットワーク

として広域交通システムの中で位地づけ、総合的な計画を

⾏い、多角的な開発・設計業務を⾏っていくことが必要と考

13番 1号 イヌイビルカチドキ
TEL: 03-6221

http://www.jacinc.jp/ 

カ国で社会インフラ

事業の中軸であるコンサルティング事業では、水資源・河川、
都市・地域開発、交通運輸、防災、環境、農業などの幅広
い分野のプロジェクトにおける企画⽴案から、計画・調査、設

計、施⼯監理、維持管理業務を通じ、社会インフラ整備全

体を⽀えています。国内では、防災・減災やインフラの⽼朽化

対策の強化、海外では、インフラ輸出戦略の推進を図ってい

学んだ知識を活かして国や地域の発展につながるインフラプロ

ジェクトにかかわりたいと考えている方は、ぜひ当社ブースへお

年6月期 連結）
6月期 単体）
名（単体）         

石貫/貝崎  
住所：東京都千代⽥区九段北 1-14-6  URL

：personnel@n

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

専門分野：運輸・交通（空港・航空）

年に我

が国で唯一の空港・航空分野の専門コンサ

ルタントとして発足しました。以来、国内外の

空港・航空関連施設整備に積極的に関わ

り、良質なコンサルティングサービスを通じてその成果を社会に

還元するとともに、⾃らの技術⼒と専門性を⾼めてきました。 

旅客ターミナルや滑⾛路等の空港施設及び航空保安無線・

照明施設の整備に係る調査、計画、設計、施⼯管理を主

要業務とし、海外においては、東南アジア諸国をはじめとし

今後は、施設整備に留まることなく、航空輸送をネットワーク

として広域交通システムの中で位地づけ、総合的な計画を

⾏い、多角的な開発・設計業務を⾏っていくことが必要と考

【求人情報】

募集職種：土木、建築、電気・電子・通信関連技術職。

業務内容：主に海外の空港の土木施設、建築施設、航空保

安（航空灯火

勤務場所：東京（中央区）及び海外。
待   
定。 

イヌイビルカチドキ
6221-2371  e

専門分野：水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・

カ国で社会インフラ

事業の中軸であるコンサルティング事業では、水資源・河川、
都市・地域開発、交通運輸、防災、環境、農業などの幅広
い分野のプロジェクトにおける企画⽴案から、計画・調査、設

計、施⼯監理、維持管理業務を通じ、社会インフラ整備全

体を⽀えています。国内では、防災・減災やインフラの⽼朽化

対策の強化、海外では、インフラ輸出戦略の推進を図ってい

学んだ知識を活かして国や地域の発展につながるインフラプロ

ジェクトにかかわりたいと考えている方は、ぜひ当社ブースへお

連結） 
単体） 

         

【採用情報】

■募集職種（新卒・中途）：

コンサルタント：開発および建設技術コンサルティング業務ならび

に技術評価業務

 

■募集分野

水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・交通計画、建

築、地質・防災・砂防、環境、農業、電気・電子、機械、情報

 
URL：https://www.n

personnel@n-koei.co.jp

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

専門分野：運輸・交通（空港・航空）

【求人情報】 

募集職種：土木、建築、電気・電子・通信関連技術職。

業務内容：主に海外の空港の土木施設、建築施設、航空保

安（航空灯火・航空無線）施設等の計画・設計・施⼯管理。

勤務場所：東京（中央区）及び海外。
   遇：年齢、経験、能⼒等を考慮して当社規定により決

イヌイビルカチドキ 
2371  e-mail: jac-

専門分野：水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・

交通計画、建築、地質・防災・砂防、環境、農

業、機械、電気・電子、情報

【採用情報】  

募集職種（新卒・中途）：

コンサルタント：開発および建設技術コンサルティング業務ならび

に技術評価業務 

募集分野 

水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・交通計画、建

築、地質・防災・砂防、環境、農業、電気・電子、機械、情報
 

https://www.n-koei.co.jp/
koei.co.jp 

エジプト、ボルグエルアラブ国際空港第

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html                              

専門分野：運輸・交通（空港・航空）

募集職種：土木、建築、電気・電子・通信関連技術職。

業務内容：主に海外の空港の土木施設、建築施設、航空保

・航空無線）施設等の計画・設計・施⼯管理。

勤務場所：東京（中央区）及び海外。
遇：年齢、経験、能⼒等を考慮して当社規定により決

-intl@jacinc.jp 

専門分野：水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・

交通計画、建築、地質・防災・砂防、環境、農

業、機械、電気・電子、情報

募集職種（新卒・中途）： 

コンサルタント：開発および建設技術コンサルティング業務ならび

水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・交通計画、建

築、地質・防災・砂防、環境、農業、電気・電子、機械、情報

koei.co.jp/ 

エジプト、ボルグエルアラブ国際空港第

                              

専門分野：運輸・交通（空港・航空） 

募集職種：土木、建築、電気・電子・通信関連技術職。

業務内容：主に海外の空港の土木施設、建築施設、航空保

・航空無線）施設等の計画・設計・施⼯管理。

勤務場所：東京（中央区）及び海外。 
遇：年齢、経験、能⼒等を考慮して当社規定により決

intl@jacinc.jp  

専門分野：水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・

交通計画、建築、地質・防災・砂防、環境、農

業、機械、電気・電子、情報 

 

コンサルタント：開発および建設技術コンサルティング業務ならび

水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・交通計画、建

築、地質・防災・砂防、環境、農業、電気・電子、機械、情報

エジプト、ボルグエルアラブ国際空港第2ターミナル（完成予想図

                              

募集職種：土木、建築、電気・電子・通信関連技術職。 

業務内容：主に海外の空港の土木施設、建築施設、航空保

・航空無線）施設等の計画・設計・施⼯管理。

遇：年齢、経験、能⼒等を考慮して当社規定により決

専門分野：水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・

交通計画、建築、地質・防災・砂防、環境、農

コンサルタント：開発および建設技術コンサルティング業務ならび

水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・交通計画、建

築、地質・防災・砂防、環境、農業、電気・電子、機械、情報

ターミナル（完成予想図）

                              4 

 

業務内容：主に海外の空港の土木施設、建築施設、航空保

・航空無線）施設等の計画・設計・施⼯管理。 

遇：年齢、経験、能⼒等を考慮して当社規定により決

専門分野：水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・

交通計画、建築、地質・防災・砂防、環境、農

コンサルタント：開発および建設技術コンサルティング業務ならび

水圏環境（河川・上下水）、交通運輸、都市・交通計画、建

築、地質・防災・砂防、環境、農業、電気・電子、機械、情報 



一般社団法人

日本テクノ株式会社

 

【当社が目指す二つのミッション】

● 地球規模での水と環境に関わる問題の解決

● 開発協⼒を通じた⽇本のプレゼンスの向上

 

開発に関わる水・環境分野

のコンサルティング

に地下水開発、造水技術

等の水資源開発

道と衛生分野、再生可能エ

ネルギー利⽤に⼒を⼊れて

います。開発課題に対してハードとソフトの両面からアプロー

チが可能な点が当社の強みです。

連絡先：〒

株式

〇沿革

•関⻄電⼒（関⻄電⼒株式会社）グループとして昭和

年設⽴

•これまでに海外
〇技術サービス
•技術調査、開発調査、フィージビリティ調査、基本設計、詳
細設計、施⼯監理、顧客の内部コンサルティング

〇技術サービス分野
•電源開発：⽔⼒、⽕⼒、原⼦⼒

•送   
系、系統開発
•再⽣可能エネルギー：⼩⽔⼒

光、風⼒

•⽔資源・環境管理：⽔資源管理、⾃然災

害対策
•上記分野に関連した能⼒開発や⼈材育成、研修など

連絡先：

一般社団法人 海外コンサル

日本テクノ株式会社

【当社が目指す二つのミッション】

地球規模での水と環境に関わる問題の解決

開発協⼒を通じた⽇本のプレゼンスの向上

開発に関わる水・環境分野

のコンサルティング

に地下水開発、造水技術

等の水資源開発

道と衛生分野、再生可能エ

ネルギー利⽤に⼒を⼊れて

います。開発課題に対してハードとソフトの両面からアプロー

チが可能な点が当社の強みです。

連絡先：〒104-

TEL：03

担当者：

株式会社 ニュージェック

〇沿革 
•関⻄電⼒（関⻄電⼒株式会社）グループとして昭和

年設⽴ 
•これまでに海外 50
〇技術サービス 
•技術調査、開発調査、フィージビリティ調査、基本設計、詳
細設計、施⼯監理、顧客の内部コンサルティング

〇技術サービス分野
•電源開発：⽔⼒、⽕⼒、原⼦⼒

   電：送電、変電、配電、系統連
系、系統開発 
•再⽣可能エネルギー：⼩⽔⼒

光、風⼒ 
•⽔資源・環境管理：⽔資源管理、⾃然災

害対策 
•上記分野に関連した能⼒開発や⼈材育成、研修など

連絡先：〒136-
担当者
Web: http://www.newjec.co.jp/english/index.html

海外コンサルタンツ協会 

日本テクノ株式会社 

【当社が目指す二つのミッション】

地球規模での水と環境に関わる問題の解決

開発協⼒を通じた⽇本のプレゼンスの向上

開発に関わる水・環境分野

のコンサルティング企業。特

に地下水開発、造水技術

等の水資源開発、上下水

道と衛生分野、再生可能エ

ネルギー利⽤に⼒を⼊れて

います。開発課題に対してハードとソフトの両面からアプロー

チが可能な点が当社の強みです。

-0054 東京都中央区勝どき

03-6703-0510

担当者：内山、大橋

ニュージェック

•関⻄電⼒（関⻄電⼒株式会社）グループとして昭和

50 ヵ国以上で様々な技術サービスを実施
 

•技術調査、開発調査、フィージビリティ調査、基本設計、詳
細設計、施⼯監理、顧客の内部コンサルティング

〇技術サービス分野 
•電源開発：⽔⼒、⽕⼒、原⼦⼒

電：送電、変電、配電、系統連

•再⽣可能エネルギー：⼩⽔⼒

•⽔資源・環境管理：⽔資源管理、⾃然災

•上記分野に関連した能⼒開発や⼈材育成、研修など

-0071東京都江東区⻲⼾
担当者 八木 建⼀郎
Web: http://www.newjec.co.jp/english/index.html

 （ECFA） URL

【当社が目指す二つのミッション】 

地球規模での水と環境に関わる問題の解決

開発協⼒を通じた⽇本のプレゼンスの向上

います。開発課題に対してハードとソフトの両面からアプロー

チが可能な点が当社の強みです。 

東京都中央区勝どき

0510 E-mail

内山、大橋 

ニュージェック 

•関⻄電⼒（関⻄電⼒株式会社）グループとして昭和

ヵ国以上で様々な技術サービスを実施

•技術調査、開発調査、フィージビリティ調査、基本設計、詳
細設計、施⼯監理、顧客の内部コンサルティング

•電源開発：⽔⼒、⽕⼒、原⼦⼒ 
電：送電、変電、配電、系統連

•再⽣可能エネルギー：⼩⽔⼒、地熱、太陽

•⽔資源・環境管理：⽔資源管理、⾃然災

•上記分野に関連した能⼒開発や⼈材育成、研修など

東京都江東区⻲⼾

建⼀郎 yagikn@newjec.co.jp
Web: http://www.newjec.co.jp/english/index.html

URL：http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

地球規模での水と環境に関わる問題の解決 

開発協⼒を通じた⽇本のプレゼンスの向上 

います。開発課題に対してハードとソフトの両面からアプロー

東京都中央区勝どき 3-12-1 

mail：jat-tyo@jat.co.jp

•関⻄電⼒（関⻄電⼒株式会社）グループとして昭和

ヵ国以上で様々な技術サービスを実施

•技術調査、開発調査、フィージビリティ調査、基本設計、詳
細設計、施⼯監理、顧客の内部コンサルティング 

電：送電、変電、配電、系統連

太陽

•⽔資源・環境管理：⽔資源管理、⾃然災

•上記分野に関連した能⼒開発や⼈材育成、研修など 

東京都江東区⻲⼾ 2-22-17 日本
yagikn@newjec.co.jp

Web: http://www.newjec.co.jp/english/index.html

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

専門分野：上下水道、給水、水資源

います。開発課題に対してハードとソフトの両面からアプロー

 

テクニカル・スタッフ

各種プロジェクト業務において、調査・解析・計画・設計・工事監

理業務等を⾏う。

担当分野としては、水供給・衛生施設計画、地下水資源開

発、⽔処理、造⽔技術、下⽔道施設等。特に⽔道エンジニアは

大歓迎。

資格経験：

【新卒】理⼯系学部卒業者、または⼤学院修了者、同予定者

【社会人経験者】同種分野での実務経験を有する方。海外業

務が可能な英語⼒を求める。

1 フォアフロントタワー

tyo@jat.co.jp 

専門分野：
電⼒/

土木系：発電施設・防災

•関⻄電⼒（関⻄電⼒株式会社）グループとして昭和 38

ヵ国以上で様々な技術サービスを実施 

•技術調査、開発調査、フィージビリティ調査、基本設計、詳

 

【求人情報】
<新卒採用
募集人数：

募集要件：

<中途採用
募集人数：

募集要件

業務内容：

必要な
勤務地

日本生命⻲⼾ビル
yagikn@newjec.co.jp TEL: 03

Web: http://www.newjec.co.jp/english/index.html

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

専門分野：上下水道、給水、水資源

テクニカル・スタッフ (

各種プロジェクト業務において、調査・解析・計画・設計・工事監

理業務等を⾏う。 

担当分野としては、水供給・衛生施設計画、地下水資源開

発、⽔処理、造⽔技術、下⽔道施設等。特に⽔道エンジニアは

大歓迎。 

資格経験： 

【新卒】理⼯系学部卒業者、または⼤学院修了者、同予定者

【社会人経験者】同種分野での実務経験を有する方。海外業

務が可能な英語⼒を求める。

フォアフロントタワー 

 URL：http//www.jp.co.jp/

専門分野： 
/電気系：発電・送

施⼯監理
土木系：発電施設・防災

施⼯管理

【求人情報】  
新卒採用（定期採用）

人数： 各分野

要件： 大学院（修士／博士）または大学において、電
気、土木、機械、地質等の学科を専攻

中途採用（随時採用）
人数： 各分野

募集要件： 新卒採用と同様の分野の専門家、海外経験者優
遇 

内容： JICA
する電気インフラ、再生可能エネルギー、防災
資源等分野における調査、設計、施⼯監理等

必要な語学⼒： 英語
勤務地： 東京・海外

⻲⼾ビル３F  
TEL: 03-5628-7622

Web: http://www.newjec.co.jp/english/index.html 

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html                              

専門分野：上下水道、給水、水資源

(エンジニアリング系専門職

各種プロジェクト業務において、調査・解析・計画・設計・工事監

担当分野としては、水供給・衛生施設計画、地下水資源開

発、⽔処理、造⽔技術、下⽔道施設等。特に⽔道エンジニアは

【新卒】理⼯系学部卒業者、または⼤学院修了者、同予定者

【社会人経験者】同種分野での実務経験を有する方。海外業

務が可能な英語⼒を求める。 

http//www.jp.co.jp/

電気系：発電・送変配電
施⼯監理 

土木系：発電施設・防災/水資源分野の調査・計画・設計・
施⼯管理 

（定期採用）> 
各分野若⼲名 

大学院（修士／博士）または大学において、電
土木、機械、地質等の学科を専攻

（随時採用）> 
各分野若⼲名 

新卒採用と同様の分野の専門家、海外経験者優

JICA を始めとする援助機関や途上国政府が発注
する電気インフラ、再生可能エネルギー、防災
資源等分野における調査、設計、施⼯監理等

英語 
東京・海外 

7622   

                              

専門分野：上下水道、給水、水資源 

エンジニアリング系専門職

各種プロジェクト業務において、調査・解析・計画・設計・工事監

担当分野としては、水供給・衛生施設計画、地下水資源開

発、⽔処理、造⽔技術、下⽔道施設等。特に⽔道エンジニアは

【新卒】理⼯系学部卒業者、または⼤学院修了者、同予定者

【社会人経験者】同種分野での実務経験を有する方。海外業

http//www.jp.co.jp/ 

電等の電⼒設備の調査

水資源分野の調査・計画・設計・

大学院（修士／博士）または大学において、電
土木、機械、地質等の学科を専攻

新卒採用と同様の分野の専門家、海外経験者優

を始めとする援助機関や途上国政府が発注
する電気インフラ、再生可能エネルギー、防災
資源等分野における調査、設計、施⼯監理等

                              

エンジニアリング系専門職) 

各種プロジェクト業務において、調査・解析・計画・設計・工事監

担当分野としては、水供給・衛生施設計画、地下水資源開

発、⽔処理、造⽔技術、下⽔道施設等。特に⽔道エンジニアは

【新卒】理⼯系学部卒業者、または⼤学院修了者、同予定者

【社会人経験者】同種分野での実務経験を有する方。海外業

等の電⼒設備の調査・設計・

水資源分野の調査・計画・設計・

大学院（修士／博士）または大学において、電
土木、機械、地質等の学科を専攻された方

新卒採用と同様の分野の専門家、海外経験者優

を始めとする援助機関や途上国政府が発注
する電気インフラ、再生可能エネルギー、防災
資源等分野における調査、設計、施⼯監理等

                              5 

各種プロジェクト業務において、調査・解析・計画・設計・工事監

担当分野としては、水供給・衛生施設計画、地下水資源開

発、⽔処理、造⽔技術、下⽔道施設等。特に⽔道エンジニアは

【新卒】理⼯系学部卒業者、または⼤学院修了者、同予定者 

【社会人経験者】同種分野での実務経験を有する方。海外業

・設計・ 

水資源分野の調査・計画・設計・ 

大学院（修士／博士）または大学において、電
された方 

新卒採用と同様の分野の専門家、海外経験者優

を始めとする援助機関や途上国政府が発注
する電気インフラ、再生可能エネルギー、防災/水
資源等分野における調査、設計、施⼯監理等 



一般社団法人 海外コンサルタンツ協会 （ECFA） URL：http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html                              6 

  
 
 
 
 

当日は、「開発コンサルタントの概要」のプレゼンテーション以外の時間は、総合的な相談を受け付けます。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

八千代エンジニヤリング株式会社 

専門分野： 

都市計画、交通、治⽔、防災、上下⽔道、廃棄物、電⼒、 

放送・通信、建築等 

 

当社は 1963年 1 月 29 日の創業以来、国内外の都市・

地域計画、交通、都市衛⽣、⽔資源管理、電⼒、建築等

の分野において、事業の企画、計画、設計から維持管理に

至るまで、一貫したサービスを提供しています。 

海外部門を担当する国際事業本部は、管理部門である業

務企画部、コンサルタント部門である社会・経済基盤部、水

資源部、都市環境部、施設部、電⼒・プラント部から構成さ

れ、現在およそ 170 名の社員が在籍しています。業務実績

を有する国は 140 を超えており、対象となる国や地域の開発

課題に応じて、事業計画やプロジェクト評価、調査・設計、

住⺠参加⽀援など幅広く業務を⾏っております。 

 

■募集分野：道路、鉄道、運輸・交通、治⽔、⽔資源、防

災・砂防、上下水道、廃棄物、都市・地域開発、建築、放送、

情報通信、発電、送配変電、産業振興・⺠間ビジネス⽀援、

海外営業・総務 

■経験等：当該分野でのコンサルタント実務経験（国内外不

問）またはゼネコン、メーカー等での類似業務 

  

 

 

 

 

    

連絡先：〒111-8648 東京都台東区浅草橋 5-20-8 CS タワー 管理統括本部総務部⼈事課 採用担当 
        TEL：03-5822-2900 E-mail：kyujin@yachiyo-eng.co.jp 
        URL：http://www.yachiyo-eng.co.jp/recruit/ 

【PARTNER の紹介】 

国際協⼒キャ リ ア総合情報サイ ト

「PARTNER」は、国際協⼒の分野で活

躍を目指す⼈材と、国際協⼒に関わる⼈材を求めている企業・団体を

結び付けるとともに、国際協⼒に携わるまで／携わってからのキャリア形成

に有用な情報を提供するサイトです。 

独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構（JICA）が管理・運営していますが、「オ

ールジャパンの国際協⼒活動促進」という理念のもと、国際協⼒に関わ

る全ての方々のために、JICA の情報のみならず、国際機関、開発コンサ

ルティング企業、国際協⼒ NGO/NPO、国際協⼒関連機関、政府機

関・地⽅⾃治体、⼤学、⺠間企業など、幅広い実施主体の国際協⼒

関連情報を、一元的に発信しています。 

 

PARTNER には、開発コンサルティング企業を含む⺠間企業、NGO などの

非営利法⼈、JICA をはじめとした公的機関等の国際協⼒を実施している

団体が多数登録しています。これらの登録団体からは、求人情報以外にも

研修やセミナーの情報なども掲載されており、加えて PARTNER には国際協

⼒業界の概要や国際協⼒経験者のインタビュー記事など国際協⼒に関する

情報が多数掲載されています。 

当日は、国際協⼒のキャリアに関する情報収集では不可⽋なPARTNERの

活用方法について、ご説明いたします。また、相談コーナーでは PARTNER

の活⽤⽅法以外に、国際協⼒業界の概要や JICA 職員、JICA 専門家、

⻘年海外協⼒隊など、開発コンサルタント以外の国際協⼒キャリアの選択

肢についてワンポイント相談を受け付けます。 

連絡先：東京都新宿区市谷本村町 10-5(JICA 市ヶ谷)  

TEL:03-3269-9097  E-mail:jicahrp@jica.go.jp URL: http://partner.jica.go.jp/ 

一般社団法人 海外コンサルタンツ協会（ECFA） 

ところで、ECFAってなに？ 
ECFAは、1964年に設⽴された公益法⼈で、我が国開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関

との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展及び 

国際協⼒の促進に寄与することを目的として活動しています。 

PARTNER（JICA）国際協⼒キャリア総合情報サイト 



一般社団法人

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

＜参加者の声＞

・コンサルンタントの⽅と直接話せるのは良い機会だと思いました。ありがとうございました。

・何も知らない状態で参加したにも関わらず
・多くの企業を周り
・業界のことを裏表なく⾃由な意⾒を聞くことができ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

参加には事前申し込みが必要です。

よくある質問
Ｑ．英語が苦手で
Ａ．

Ｑ．開発コンサルタントについて何も知らないのですが、参加できますか？
Ａ．はい、参加できます。まずは、
Ｑ．学生ですが参加できますか？
Ａ．はい、今回は理系の学⽣の⽅であれば参加できます。直接、開発コンサルティング企業の⽅とお話ができる良い機会で

Ｑ．個別相談の事前予約はできますか？
Ａ．

Ｑ．
Ａ．特にありませんが、就職について考えるセミナーですので、場をわきまえた服装でお越しください。
Ｑ．開発コンサルティング企業への転職を希望しています。履歴書を持参した⽅が良いですか？
Ａ．既に転職を具体的にお考えの⽅は、ぜひ履歴書をお持ちください。

Ｑ．昼食を食べるところはありますか？
Ａ．

詳細は
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参加には事前申し込みが必要です。
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すので、お気軽にご参加ください。
Ｑ．個別相談の事前予約はできますか？
Ａ．事前予約可能な企業もあります。詳細は、各社のご案内で確認してください
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詳細はホームページでご確認ください。
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