
ネイティブ英語講師採用
4月の新学期に！

確実に外国人講師を採用したい方へ

先着５０名外国人講師を予約＆確保！
(1月末予約締め切り )
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1. 毎年４月の新学期に向けて、事前に日本で働きたいネイティブ講師を
　 弊社にて確実に採用＆派遣するサービスです。

3. 事前に講師を予約＆確保しておくことで、新学期間近になって焦らず、
    計画的且つ確実に人材を確保することが可能です。

2. ５０名を超えるアメリカ、イギリス、オーストラリア人の英語講師を海外にて採用
    しており、ビザや日本移住に関する手続きも全て弊社にて請け負います。

マイトモジャパン５つの特徴
1. 業界最安値クラスの派遣料金

ネイティブ講師予約サービスとは ?
[ 新学期 ]

御社様の採用費用＝各月のネイティブ講師の派遣料のみ。
派遣料金も業界最安値クラスで、時給換算で１８６０円～２１２５円で派遣が可能です。
詳しくは下の派遣料金表をご覧ください。

2. 全国対応＆真面目な講師
日本全国どこでも対応しています。海外から採用しているため、勤務地からできるだけ
近い場所への引越しも可能です。弊社の講師は日本への長期移住を本気で考えています。

3. 採用＆日本移住に関する手間を全て丸投げできる
本来の採用であれば、面接、雇用契約、総務、ビザなど煩わしい手間がかかりますが、
弊社にて全て行うため、御社様にてかかる手間は少なくなります。

4. 中途解約 or 講師チェンジも可能
通常採用であれば、不真面目な講師であってもなかなか解雇することはできませんが、
弊社のサービスは派遣のため、どうしても改善が見られない場合途中で契約の解除、
もしくは講師の変更も可能です。

5. 事前面談が可能
各英会話講師の自己紹介動画を御社様にて見ていただき、気に入った人材を事前に
面談することで、御社様の好みに合わせて採用することが可能です。

料金

派遣料以外の料金

288,000円～340,000円 ( 月額 )
※消費税、交通費、有給別途。

一切なし
※研修をご希望の場合、別途 12 万円頂いております。
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新学期採用に関するお悩み
他社と講師の取り合いに

内定決まっていたのに突然連絡が途絶える

毎年ギリギリまで採用が決まらない

講師を雇用したいけど他社との講師の取り合いになり、採用が大変。
毎年１月から日本全国の保育園や英語教室様が一斉に講師の採用を始めるため、
講師の確保が難しい。

内定決まっていた講師がいたのに、急に連絡が取れなくなる。
雇用契約書を結んでいるにも関わらず、新学期が始まると他社へ
就職する事になったり、連絡取れなくなることは英語講師採用あるあるです。

本当は母国語が英語のネイティブの先生を雇いたいけど、
仕方なく非ネイティブの講師を雇わなければいけない。

英語圏の講師の数が少ないので仕方なく非ネイティブ講師を雇う

講師側からすると働き先がある為、取り合いになり、新学期開始までに採用が
決まらなかったり、新学期が始まっても講師がいない事も良くあります。
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新学期 ネイティブ講師予約サービス予約＆確保

 MTJネイティブ講師は内定率が圧倒的に高い

前もって事前に面談を済ましておくことで、
気に入った講師を他社との取り合いにならず、
予約＆確保をしておくことで確実に採用ができます。

海外から日本へ移住したい英語講師を採用しており、
日本への移住に関する手続きや書類などの厳密な審査を
通った外国人のみ登録しているため、内定決まっていたのに
突然連絡が取れなくなることや、４月ギリギリまで採用が
決まらない事はありません。

英語講師は全てネイティブ圏

対象をアメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリアの
講師としているため、非ネイティブではなくネイティブの
英語講師を採用することができます。

解決策

1

2
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真面目な講師が多い
日本国内にいるネイティブ講師は不真面目な印象が
多いですが、マイトモの講師は日本へ移住を本気で
考えており、長期的に働きたい方がほとんどです。

離職率が低い

弊社が社宅として外国人講師の賃貸を借りる為、離職する際
には「家から引越ししなければいけない＋違約金が発生する」
ということから、他社様と比べても圧倒的に離職率が
低い仕組みとなっております。

講師が自発的に働いてくれる福利厚生制度

弊社では派遣社員へ福利厚生として賞与＆社内旅行を
プレゼントしています。派遣先様からの評価によって
もらえる賞与の額が変動し、社内旅行の獲得も派遣先様の
評価によって変わります。派遣社員が頑張れば頑張るほど、
より良い福利厚生の制度が受けられる仕組みとなっています。

講師の特徴
ネイティブ
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取引実績 講師の声

会社概要 派遣業認可

Jobs In Japan
国大グループホールディングス
ちびっこランド保育園
Winbe
Bond Inc
青山ルーテル学院小学校
Aube International
いづる保育園

株式会社マイトモジャパン
代表取締役 : 山本健諭
資本金 :２７００万円
本社 : 大阪府大阪市北区浪花町 13-38
千代田ビル北館 10-C
TEL: 06-6485-4871
Email: info@mytomodachijapan.com

マイトモジャパン

I am so glad that I decided to work for MTJ! 
They supported me and brought me out to Japan 
and helped me with every aspect of my life here. 
I knew anytime I had a problem I could just call 
Kenyu and it was such a relief to know that I was 
not alone. I also felt like he really advocated for me 
if and when there were problems or communication 
issues with my school that I was working at; 
he had my back the whole time. He was not just 
looking out for the business, but really became 
my tomodachi in Japan!

Jacky Teare

MTJ made the process of moving to and working 
in Japan very simple and helped me at every step 
of the way. The pandemic complicated things a lot, 
but MTJ was flexible and adaptable and worked 
hard to figure it out and get me everything I needed. 
I recommend working with them!

Sam Flack


