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法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）
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（英語表記）

住所 TEL FAX メールアドレス URL

1 アジアネット ASIA　NET 個人  アジアネット ASIA NET コンサルタント 田中　豊 代表 TANAKA　YUTAKA President ASIA　NET  ASIA　NET  
〒815‐0074　福岡市南区
寺塚2丁目9番2号

090-1542-5090 092-561-3775 MAF00470@nifty.ne.jp
http://asianet.cocolog-
nifty.com/nippon/

2 秋吉公認会計士事務所 Akiyoshi Accounting Firm 個人  
秋吉公認会計士事務
所

Akiyoshi Accounting Firm 公認会計士, 税理士, 翻訳・通訳 秋吉　博文 代表者 Hirofumi　Akiyoshi  近藤　祥子  Shoko kondo  
〒810-0001　福岡市中央
区天神2丁目14番8号福岡
天神センタービル9F

092-771-3340 092-771-3376 akiac@akiyoshi-kaikei.jp http://www.akiyoshi-kaikei.jp/

4 九州中国クラブ有限会社 Kyushu China Club Co.,Ltd. 法人 有限会社   
コンサルタント, 税理士, 社会保険労務
士, 翻訳・通訳, その他

呉　暁東 代表取締役 Wu XiaoDong President 柴田　一弥 事務局 Kazuya Shibata Representative Office
〒810-0001 福岡市中央区
天神5丁目9番２-910号

092-739-7505 092-739-7506 kchinaclub@w4.dion.ne.jp http://www.k-chinaclub.com

5 株式会社ジーコム G-COM 法人 株式会社   コンサルタント, その他 村上　隆英 代表取締役 Takahide Murakami President 守末  Morisue  
福岡市中央区天神4丁目1
‐1　第7明星ビル7F

092-761-0221 092-761-0228 info@gcom-net.co.jp http://www.gcom-net.co.jp/

7 協同組合福岡情報ビジネス
Fukuoka Jyoho Business
Coopertives

法人 協同組合   その他 藤村勲 代表理事 Isao Fujimura  友田弘國
国際事業部部
長

Hirokuni
Tomoda

 
〒810-0013 福岡市中央区
大宮２－３－７　FJBビル

092-534-6331 092-534-6336 info@fjbnet.com http://www.fjbnet.com

8 加藤特許事務所 Kato Patent Office 法人 特許事務所   弁理士 加藤　久 代表弁理士 Hisashi Kato
President,
Patent
Attorney

中村　雅子  
Masako
Nakamura

 
〒812-0013福岡市博多区
博多駅東1丁目11番5号ア
サコ博多ビル1102号

092-413-5378 092-413-5383 post@kato-pat.jp http://www.kato-pat.jp/

9 行政書士　住吉　隆行 Sumiyoshi  Takayuki 個人  中央総合事務所
Sumiyoshi Legal Adviser
Office

行政書士 住吉　隆行 代表行政書士 Sumiyoshi Takayuki Ambassador 住吉　隆行 代表行政書士
Sumiyoshi
Takayuki

Ambassador
〒810-0073　福岡市中央
区舞鶴三丁目8番1号　ま
いづる中央ビル204号

092-741-7510 092-741-9975 legal@gyosei.or.jp
http://www.fukuoka.com/sumi
yoshi/

11 井上　伸一 Shinichi  Inoue 個人  深井税理士事務所 Fukai Accounting Firm 税理士 深井　閏 税理士 Jun Fukai
Tax
Accountant

井上　伸一 税理士 Shinichi Inoue Tax Accountant
〒810-0001　福岡市中央
区天神4丁目1番24号

092-724-5000 092-724-5002 s.inoue@ftcg.jp http://www.ftcg.jp

13 韓国テクノマート KOTM 法人 社団法人   コンサルタント, その他 金　鐵佑 理事長 Kim Chol Woo Chairperson 今泉　宏 九州事務所
Hiroshi
IMAIZUMI

Kyushu Office
〒810-0041 福岡市中央区
大名2-4-38-620

092-554-3886 092-734-6070 mario@lime.ocn.ne.jp http://www.kotm.or.kr

15 黒田　春麗 Shunrei Kuroda 個人  自宅 Home 翻訳・通訳 黒田　春麗  Shunrei Kuroda  黒田　春麗  Shunrei Kuroda  
〒815-0004　福岡市南区
高木２丁目７－３－５０７

090-5291-4499 092-432-5556 ychunli99@hotmail.com  

16 ていすとビジネスサービス
Taste Business Services
Singapore

個人  
ていすとビジネスサー
ビス

Taste Business Services
Singapore

コンサルタント 飯盛　敦博 代表 Nobuhiro Isagai Representative 飯盛　敦博 代表 Nobuhiro Isagai Representative
〒830-0023　福岡県久留
米市中央町31-42中村ビ
ル2F

0942-33-2460 0942-33-2460 info@tastebs.jp http://tastebs.jp

17 白水通人税理士事務所
Michito Shirouzu Licensed Tax
Accountant Office

個人  
白水通人税理士事務
所

Michito Shirouzu Licensed
Tax Accountant Office

税理士, 翻訳・通訳 白水　通人  Michito Shirouzu  白水　通人  
Michito
Shirouzu

 
〒811-3221福岡県福津市
若木台1丁目19番1号コー
ポラス東福間301号

0940-42-5254 0940-42-5254 shirouzu50@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/s
hirouzu/

18 株式会社HAKEN HAKEN Co., Ltd. 法人 株式会社   翻訳・通訳, 人材派遣 細井　公義 代表取締役 Kimiyoshi Hosoi President 細井　公義 代表取締役 Kimiyoshi Hosoi President
800-0115 北九州市門司区
新門司一丁目５番地２

093-493-1221 093-483-1222 info@theHAKEN.com http://www.theHAKEN.com

19 斉　珂 Sai Ka 個人  九州大学経済学部 Kyushu University 翻訳・通訳, その他 斉　珂  Sai Ka  斉　珂  Sai Ka  
〒812-0017　福岡市博多
区美野島2-2-19-404

092-414-2730  habaobaome@hotmail.com  

20 大石　幹夫 Dr. Mikio Oishi 個人  
アカデミックブレーン・コ
ンサルタンツ

Academic Brain Consultants コンサルタント, 翻訳・通訳, その他 大石　幹夫  Dr. Mikio Oishi  大石　幹夫  Dr. Mikio Oishi  〒841-0051 0942-83-4410 0942-83-4410 mikionzmy@ybb.ne.jp http://blog.livedoor.jp/mikionz

Liu TingTing
Yasunari Hoshiyama Certified
Tax Accountant Office

個人  
法師山康成税理士事
務所

Yasunari Hoshiyama
Certified Tax Accountant
Office

コンサルタント, 税理士, 翻訳・通訳 法師山 康成 代表 092-686-8557法師山康成税理士事務所3 Yasunari Hoshiyama president 劉 婷婷  http://www.mirai-sozo.biz/hoshiyama@mirai-sozo.biz092-686-8501 
福岡市博多区博多駅東2-
5-19  サンライフ第3ビル
5F
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21 九州日仏学館 Institut franco-japonais 法人
駐日フランス大使
館公式機関

  翻訳・通訳
ドミニク・リュイリ
エ

館長
Dominique
L\'HUILLIER

Director 川原田　真弓 文化企画・翻訳
Mayumi
Kawaharada

programation culturelle
et traduction

〒810-0041　福岡市中央
区大名2-12-6　BLD F 3-5

092-712-0904 092-712-0916 information@ifj-kyushu.org http://www.ifj-kyushu.org

22 グローブ・エフ globe-F Corporation 法人 株式会社   コンサルタント 深川　彰 代表取締役 Akira Fukagawa
CEO &
President

深川　彰 代表取締役 Akira Fukagawa CEO & President
〒231-0002　横浜市中区
海岸通1-1 大桟橋ビル3F

045-650-3343  akiraf@globe-f.co.jp http://globe-f.co.jp

23 弁護士法人ブリッジルーツ Bridge Roots 法人 弁護士法人   弁護士 橋本　吉文 代表弁護士 Yoshifumi Hashimoto
Representative
lawyer

八木　善史 事務局 Yoshifumi Yagi Secretariat
〒810-0073福岡市中央区
舞鶴1丁目1番10号天神シ
ルバービル402

092-738-0167 092-738-0169 info@bridgeroots.com http://www.bridgeroots.com

24 伊藤中小企業診断士事務所
Japan Registered Management
Consultant Office Ito

個人  
伊藤中小企業診断士
事務所

Japan Registered
Management Consultant
Office Ito

コンサルタント, 中小企業診断士 伊藤　栄樹 代表 Hideki Ito President 伊藤　栄樹 代表 Hideki Ito President
〒819-0055　福岡県福岡
市西区生の松原３－５２－
７０９

092-883-3553 092-883-0737 hideki_i@hkg.odn.ne.jp  

25 篠田　昌人 Masato Shinoda 個人  
地域ルネッサンス篠田
事務所

Region Renaissance Shinoda
Office

コンサルタント, 中小企業診断士 篠田　昌人  Masato Shinoda  篠田　昌人  Masato Shinoda  
〒812-0877　福岡市博多
区元町2丁目6番1号　703
号室

050-1055-4390 092-571-4390 shinoda@re-renaiss.name  

26 株式会社ビルディング企画 Building Kikaku 法人 株式会社   不動産 椎葉 政義
代表取締役社
長

Masayoshi Shiiba President  福岡支店  Fukuoka Branch
〒812-0011　福岡市博多
区博多駅前2-1-1　福岡朝
日ビル8階

092-451-2211 092-451-3330 fukuoka@building.co.jp http://www.building.co.jp

27 溝口　亜由美 Ayumi Mizoguchi 個人  自宅 Home 翻訳・通訳 溝口　亜由美  Ayumi Mizoguchi  溝口　亜由美  
Ayumi
Mizoguchi

 
〒839-0861　福岡県久留
米市合川町1737-1-112

080-5134-7390  dominiqueam@hotmail.com  

28 Office T.Professional Office T.Professional 個人  Office T.Professional Office T.Professional コンサルタント, 税理士, 翻訳・通訳 小野　知史 米国税理士 Tomofumi Ono
Enrolled
Agents

小野　知史 米国税理士 Tomofumi Ono Enrolled Agents
〒800-0224　北九州市小
倉南区東貫1-17-21

093-647-0626  info@tprofessional.jp http://www.tprofessional.jp/

30 株式会社　フジニッケイ fuzinikkei 法人 株式会社   人材派遣 日高　三千雄 代表取締役 Michio Hidaka President 田中　信昭 営業部 Nobuaki Tanaka Sales
812-0011　福岡市博多区
博多駅前2丁目10-12ハイ
ラーク博多駅前903

092-411-9928 092-411-9929
fujinikkei2007_1@yahoo.co.
jp

 

31 日本ＦＵＬＯＮＧ株式会社 JAPAN FULONG 法人 株式会社   コンサルタント, 人材派遣 仇　堅
代表取締役社
長

qiu jian  
JAPAN
FULONG

 
JAPAN
FULONG

 
〒810-0044福岡市中央区
六本松2丁目12番19号

092-641-6522  bk-jianqiu@bcc-net.co.jp http://www.fulongjp.com/

32 株式会社テクノスマイル TECHNOSMILE,INC. 法人 株式会社   翻訳・通訳, 人材派遣, その他 馬見塚　讓 取締役社長 YUZURU MAMIZUKA PRESIDENT 枝元　剛
E&Bカンパニー
技術者採用部

TSUYOSHI
EDAMOTO

E&B COMPANY
EMPLOYMENT DEPT.

〒810-0001　福岡市中央
区天神2丁目14番13号　天
神三井ビル４F

092-739-1832 092-722-2277
edamoto@technosmile.co.j
p

http://www.technosmile.co.jp

33 福岡国際法務研究所
Fukuoka International Law Affairs
Laboratory

個人  福岡国際法務研究所
Fukuoka International Law
Affairs Laboratory

コンサルタント, 行政書士 奥田　昇 代表理事 Okuda Noboru Chairman 長谷阪　昇次 事務局長 Hasesaka Shouji Head Official
〒814-0011　福岡市早良
区高取2丁目1-3-2F

092-847-1711 092-847-1755 hase-p@gaea.ocn.ne.jp  

34 株式会社オー・エイチ・アイ OHI　CO.,LTD. 法人 株式会社   不動産 井川　英治 代表取締役 Eiji Ikawa President 山本　和泉
テナントリーシ
ングチーム

Izumi Yamamoto Tenant Leasing　Team
〒810-0001　福岡市中央
区天神4丁目6番7号　14F

092-733-2681 092-733-2685 yamamoto@ohi-r.co.jp http://www.ohi-pm.jp/

35 日本貿易保険
Nippon Export and Investment
Insurance

法人 独立行政法人   その他 松本　敏明 大阪支店長 Toshiaki  Matsumoto
Executive
Director

山本　浩二 お客様相談室 Koji Yamamoto
Customer Relations
Office

〒541-0041　大阪市中央
区北浜３－１－２２

06-6233-4018 06-6233-4001 info-osaka@nexi.go.jp http://nexi.go.jp

36 有限会社アイジェイシー IJC Ltd. 法人 有限会社   コンサルタント 土肥克彦 代表取締役 Katsuhiko Doi
Managing
Director

土肥克彦  Katsuhiko Doi  
〒811-1347　福岡市南区
野多目4-18-43

092-566-1234 092-564-3911 doi@indjpn.com http://www.indjpn.com/

37 中日ビジネスサポート株式会社
China-Japan Business Support
Co.,Ltd.

法人 株式会社   
コンサルタント, 翻訳・通訳, 人材派遣,
その他

呉　暁東
代表取締役社
長

Wu XiaoDong President 嶋田　駿一  
Shunichi
Shimada

 
〒810-0001 福岡市中央区
天神5丁目5番19号　7F

092-725-5396 092-725-5389 info@cnjpgroup.com http://www.cnjpgroup.com

38 株式会社グッド・サポート Good Support, Inc. 法人 株式会社   その他 中島　克海 代表取締役 Nakajima Katsumi President 永光　淳二 国際事業部 Nagamitsu Junji International Business
〒812-0037　福岡市博多
区御供所町2丁目63番地

092-263-6771 092-263-6772 nagamitsu@good-sp.co.jp http://www.good-sp.co.jp

39
株式会社クリエイティブ・マネージメ
ント・コンサルタンツ

creative management
consultants co ltd

法人
株式会社/公認会
計士事務所

  
コンサルタント, 公認会計士, 税理士,
社会保険労務士, 人材派遣, その他

川庄康夫 所長 yasuo kawasho shotyou 林田公彦 HRC.Div
kimihiko
hayashida

hrc.div
〒810-0012　福岡市中央
区白金1-4-10

092-524-6770 092-524-7003
cmc-hayashida@kawa-
sho.co.jp

http://www.kawa-
sho.co.jp/index.html
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40
NKコンサルティング（青色申告個人
事業）

NK Consulting 個人  ＮＫコンサルティング NK Consulting コンサルタント, 翻訳・通訳 Chief 代表
NLコンサルティング
（青色申告個人事業）

 NK Consulting  NK Consulting  

〒814-0001　福岡市早良
区百地浜二丁目8番33号
福岡システム総合開発セ
ンター４１１－２号室

090-4992-4107  nonakan@attglobal.net  

41 株式会社チャイナウェイ CHINAWAY Co.,Ltd. 法人 株式会社   コンサルタント 尹　昌来
代表取締役社
長

Yin Chang lai CEO 二串　裕人  Hiroto Nikushi  
〒169-0072　東京都新宿
区大久保3-14-9  早稲田
大学シルマンホール901

03-5286-2566 03-5155-3770 info@china-way.co.jp http://www.china-way.co.jp/

42 明旭科技有限公司 Ming-Shi Technology Co., Ltd. 法人 有限公司   その他 蔡 明瑜  Tsai Ming-Yu  伊藤大輔 営業部 ITO DAISUKE  
台湾省台中市東区十甲東
路530号

8864-2211-0951
8864-2211-
0720

paul_rainbow@so-
net.net.tw

 

43 ヒューマンリソシア株式会社 HUMAN RESOCIA CO. LTD 法人 人材サービス業   人材派遣 桑原 加鶴子 代表取締役
KUWAHARA
KAZUKO

Chairman
ポウデル サント
シュ

福岡支社 Poudel Santosh Fukuoka Branch
〒810-0001　福岡市中央
区天神１-１-１４Ｆ

092-716-6116 092-724-3466 p-santosh@athuman.com http://resocia.jp

44 アラヤ株式会社 ALAYA INC. 法人 株式会社   翻訳・通訳 中嶌重富
代表取締役社
長

Shigetomi Nakajima President 尾籠健二 アラヤ福岡支社 Kenji Ogomori ALAYA Fukuoka
〒812-0013 福岡市博多区
博多駅東3-12-1 アバンダ
ント95ビル8F

092-474-2711 092-474-2771 fukuoka-info@alaya.co.jp http://www.alaya.co.jp

45 日本リージャス株式会社 The Regus Group plc. 法人 株式会社   不動産 呉 偉
カントリーマ
ネージャー

日本リージャス株式
会社

 池田　純崇
ジェネラル マ
ネージャー

Sumitaka Ikeda  
福岡県福岡市博多区中洲
5-3-8 アクア博多 5階

092-287-9500 092-287-9501 info.japan@regus.com
http://www.fukuoka-
rentaloffice.jp/

46
生態環境資源再生有限責任事業
組合

ｓｅｉｔａｉｋａｎｎｋｙｏｕｓｉｇｅｎｎｓａｉｓｅｉｊｉ
ｇｙｏｕｋｕｍｉａｉ

法人 ｌｌｐ   その他 古田忠昭 代表理事
生態環境資源再生有
限責任事業組合

 同上  
ｓｅｉｔａｉｋａｎｎｋｙｏ
ｕｓｉｇｅｎｎｓａｉｓｅｉｊ
ｉｇｙｏｕｋｕｍｉａｉ

 
〒８３６－０８０１０　大牟田
市柿園町１丁目1－3柿園
ハイツ3f

0944-55-3936 0944-55-3916 chenkenkou26@126.com  

47 福岡アパートメンツ株式会社 Fukuoka Apartments Co., Ltd. 法人 不動産業   不動産 川上　美知 代表取締役 Michi Kawakami CEO
Fukuoka
Apartments Co.,
Ltd.

 
Fukuoka
Apartments Co.,
Ltd.

 
〒810-0021　福岡市中央
区今泉1-20-22中嶋ビル
203

092-400-7710 092-400-7720 Michi@f-apartments.com http://www.f-apartments.com

48 人材開発グループ
Human Resource Development
Group

個人  
マクファーソン　ウェイ
ン

Wayne Macpherson
コンサルタント, 中小企業診断士, 人材
派遣

マクファーソン
ウェイン

CEO Wayne Macpherson CEO

Human
Resource
Development
Group

 

Human
Resource
Development
Group

 
〒814-0002　福岡市早良
区西新7-2-5-603

090-9496-1968  wayne@gol.com  

49
アイオンプランニングセンター株式
会社

Aion planning center, Inc. 法人 株式会社   人材派遣, その他 宮本　英一 代表取締役 Eiichi Miyamoto
Representative
Director

Aion planning
center, Inc.

 
Aion planning
center, Inc.

 
〒871-0005　大分県中津
市合馬32番地

0979-25-2169 050-3675-8080 mfac@hotmail.co.jp
http://happytown.orahoo.com/
mfac

50 Ohori Capital Pty. Ltd. Ohori Capital Pty. Ltd. 法人 株式会社   コンサルタント
アトキンソン　グ
レッグ

代表取締役社
長

Greg Atkinson
Managing
Director

アトキンソン　美
紀

 Miki Atkinson  
815-0041 福岡市南区野間
4-26-1

092-408-9638 092-406-0969
miki.atkinson@ohoricapital.
com

http://www.ohoricapital.com

51 株式会社アイディーユー IDU CO. 法人 株式会社   不動産 池添　吉則 代表取締役 IKEZO EYOSHINORI President 阿比留　鉄
空間情報事業
部

ABIRU TETSU SI
東京都千代田区内神田1-
2-1 ダコタハウス

03-5283-2665  otoiawase@locaview.net http://www.idu.jp/

53 株式会社モールキット Mallkit　Inc. 法人 株式会社   その他 藤原 健真
代表取締役社
長

Kenshin Fujiwara  照屋 聡 BPO事業部 Satoshi Teruya  
〒901-2121 沖縄県浦添市
内間5-14-11-1

098-988-1592 098-988-1593 satoshi.teruya@mallkit.jp http://mallkit.jp/

55 行政書士ウィル法務事務所 Will Legal affairs office 個人    行政書士 荒尾　達郎 行政書士       
〒802-0001　北九州市小
倉北区浅野2丁目10-13
サンパティーク浅野3F

093-383-7355 093-383-7366 gyousei@will55.com http://will55.com/

56 スカイショップ Skyshop 個人  スカイショップ Skyshop その他         
福岡市西区上山門2-28-
40

092-984-5729  skai33@ina.bbiq.jp http://stone777.net/

57 博多駅前法律事務所 hakata-ekimae law office 個人  博多駅前法律事務所 hakata-ekimae law office 弁護士 敷地　隆光 代表弁護士 Shikichi Takamitsu Partner 敷地　隆光 代表弁護士
Shikichi
Takamitsu

Partner

〒812-0011　福岡市博多
区博多駅前3丁目9番5号
チサンマンション第一博多
201-2号

092-471-7063 092-481-5222
hakataekimae-
law@themis.ocn.ne.jp

http://www5.ocn.ne.jp/~hkt-
law/



No. 1(a) 1(b) 1(c) 1-1 1-2(a) 1-2(b) 2 3(a) 3(b) 3(c) 3(d) 4(a) 4(b) 4(c) 4(d) 5 6 7 8 9

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

法人名・商号・屋号または個人名　
法人
 or
 個人

法人種別
（※個人は空白）

勤務先名称
（※法人は空白）

勤務先名称　（英語表記）
　（※法人は空白）

業種　（※複数選択可） 代表者名 代表者役職
代表者名
（英語表記）

代表者役職
（英語表記）

連絡担当者名
連絡担当者
所属部署

連絡担当者名
（英語表記）

連絡担当者　所属部署
（英語表記）

住所 TEL FAX メールアドレス URL

61 松岡公認会計士事務所
Matsuoka certified public
accountant office

個人  
松岡公認会計士事務
所

Matsuoka certified public
accountant office

公認会計士, 税理士 松岡　秀利 代表 Hidetoshi Matsuoka  野村　敏 営業部 Satoshi Nomura  
〒810-0001　福岡市中央
区天神1丁目2-12天神122
ビル5F

092-737-2075 092-737-2076 info@matsuoka-office.com
http://www.matsuoka-
office.com/

62 グローバル株式会社 GLOBAL　CO.,　LTD. 法人 株式会社   コンサルタント 陸　崎 代表取締役 RIKU　SAKI President 宮崎 事務 MIYAZAKI  
〒810-0042 福岡市中央区
赤坂1丁目10-7-206

092-737-6878 092-737-6879 gtt@s2.dion.ne.jp http://www.global-kk.net/

63 ACMプランナーズ株式会社 ACM PLANNERS Inc, 法人 株式会社   コンサルタント, 不動産 森下新一 代表取締役 Shinichi Morishita President 佐嘉田英樹
オフィスリーシン
グ事業部

Hideki Sakata Office Leasing Div.
〒812-0012　福岡市博多
区博多駅中央街8番36号
博多ビル6階

092-473-8033 092-473-8093 info@acmp.co.jp http://www.acmp.co.jp/

64 タカギエージェンシー TAKAGI AGENCY CO. 法人 自営業   翻訳・通訳, その他 高木　彰 代表者 AKIRA TAKAGI PRESIDENT 高木　彰 代表者 AKIRA TAKAGI PRESIDENT
〒807-0843　福岡県北九
州市八幡西区三ヶ森2-7-
17

093-244-1725 093-244-1725 takagi@tkg.bbiq.jp http://www.takagi-agency.com

65
有限会社アジアビジネスコンサルタ
ント

Asia Business Consultant Co.,Ltd 法人 有限会社   コンサルタント, その他 古森　政基
代表取締役社
長

Masaki Komori President 井関　しのぶ  Shinobu Iseki  
〒810-0021　福岡市中央
区今泉2丁目4番31号　グ
リーンマンション今泉204号

092-725-3688 092-725-5431 info@abcjapan.com http://www.abcjapan.com

66 監査法人トーマツ福岡事務所
Deloitte Touche Tohmatsu
Fukuoka Office

法人 監査法人   公認会計士 小渕 輝生 パートナー Teruiki Kobuchi Partner 荒牧　秀樹 開発　/　国際 Hideki Aramaki
Practice Development /
International Affair

〒810-0001　福岡市中央
区天神1丁目4番2号　エル
ガーラ

092-751-0931 092-751-1035
hideki.aramaki@tohmatsu.c
o.jp

http://www.tohmatsu.co.jp

67 株式会社Ｋａｎ-Ｚ（カンジ） Kan-Z Co.,Ltd. 法人 株式会社   コンサルタント 大山加奈惠
代表取締役社
長

Kanae Oyama President Kan-Z Co.,Ltd.  Kan-Z Co.,Ltd.  
〒814-0103　福岡市城南
区鳥飼　4-4-35　レーベン
鳥飼203

092-852-8125 092-852-8140 info@kan-z.co.jp http://www.kan-z.co.jp

68 ユニティ・ソフト株式会社 Unity Soft Co.,Ltd 法人 株式会社   コンサルタント, 人材派遣 大槻 愃
代表取締役社
長

OHTSUKI YUTAKA President 平本　周一郎
システムコー
ディネート部

HIRAMOTO
SHUICHIRO

System Coordination
Dept

〒812-0043　福岡県福岡
市博多区堅粕4-24-9 PS
ビル

092-473-2287 092-451-7257 unity-info@g-unity.jp http://www.g-unity.jp

69 オフィスバンク株式会社 officebank co.ltd 法人 株式会社   不動産 山中　文彦
代表取締役社
長

fumihiko yamanaka
president-
directer

山本　浩史
ビル事業部課
長

hiroshi
yamamoto

manager
〒8120011 福岡市博多区
博多駅前3丁目25番24号
八百治ヒ゛ル8階

092-431-6300 092-431-3939 info@office-bank.co.jp http://obnet.jp

70 中国正信実業有限公司
CHINA SENSHIN INDUSTRIAL
CO., LTD.

法人 株式会社   コンサルタント, その他   LIU　CHUNMEI MANAGER   LIU CHUNMEI MANAGER
No 714, building 214,
Cuiping Beili, Tongzhou
District, Beijing,CHINA

86-0139-1021-
6759

86-10-5864-
6441

c.senshin@gmail.com  

72 山田税務会計事務所 yamada tax accounting office 個人  山田税務会計事務所
yamada tax accounting
office

税理士 山田　香子 所長 koko　yamada  山田　香子  koko　yamada  
〒812-0013　福岡市博多
区博多駅東1丁目4番1号
501号室

092-433-8333 092-433-8323
koko-ymd-
0406@tkcnf.or.jp

http://www.k-yamada.com

73 吉澤　尚 Nao Yoshizawa 個人  
漆間・吉澤総合法律事
務所

Uruma&Yoshizawa　Law
Offices

弁護士, 弁理士, その他 吉澤尚
代表パートナー
弁護士

Nao Yoshizawa
Managing
partner

    
〒107-0052　東京都港区
赤坂2丁目17番22号赤坂
ツインタワー本館7階

03-5573-4664 03-3224-1566 n.yoshizawa@uy-law.com http://www.uy-law.com/

74 浅井公認会計士・税理士事務所 asai cpa office 個人    公認会計士, 税理士 浅井道雄  michio asai  嬉野恵美  emi ureshino  
〒810-0001　福岡市中央
区天神2-3-36-2F

092-781-8818 092-781-8878 ureshino@asai-cpa.com  

75 鎌田　裕文 Hirofumi Kamada 個人  福岡ディベート研究会 Fukuoka Debating Society 翻訳・通訳, 人材派遣, その他 鎌田　裕文 主宰 Hirofumi Kamada director 村上　育代 通訳･翻訳部 Ikuyo Murakami Translation section
〒812-0016福岡市博多区
博多駅南3丁目4番24号 第
二公団 803

080-5219-0673  
kamada1963@gc4.so-
net.ne.jp

http://fdshome.blog.fc2.com/

77 エクスペリアンジャパン株式会社 Experian Japan K.K. 法人 株式会社   コンサルタント, その他 大森　茂人
代表取締役社
長

Shigeto Omori
Managing
Director

山元　皇一
海外調査部　事
業推進マネー
ジャー

Koichi
Yamamoto

Business Development
Manager, Business
Information

〒107-0061 東京都港区北
青山1-3-6 SIビル青山

03-5786-2922 03-5786-2927 bizinfo@jp.experian.com www.experian.co.jp/bi

79
株式会社　チシマビジネスコーポ
レーション

chishima.business.corporation 法人 株式会社   不動産 本庄　純夫 代表取締役 ＳＵＭＩＯ．ＨＯＮＪＯＵ  池松　哲郎 営業部
ＴＥＴＨＵＲＯ．ＩＫ
ＥＭＡＴＨＵ

 
〒812-0011　福岡市博多
区博多駅前3丁目7番35号

092-474-0001 092-474-2394 tetu@tabasa.co.jp https://cbc-web.jp/

80 Experian Japan K.K. Experian Japan K.K. 法人 Company Limted   コンサルタント, その他 Shigeto Omori
Managing
Director

Shigeto Omori
Managing
Director

Koichi
Yamamoto

Business
Develpometn
Manager,
Business
Information

Koichi
Yamamoto

Business Develpometn
Manager, Business
Information

SI Buidling Aoyama, 1-3-6,
Kita-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0061 Japan

03-5786-2922 03-5786-2970
koichi.yamamoto@jp.experi
an.com

http://www.experian.co.jp/en/
business-information/japan-
reports.html

81 扶桑管理株式会社 Fusokanri.Co.,Ltd 法人 株式会社   不動産 内田　早和 代表取締役 Uchida Hayakazu C.E.O 溝口　幸子  
Mizoguchi
sachiko

 
〒812-0013　福岡市博多
区博多駅東2丁目6番23号

092-414-1456 092-414-1457
s-
mizoguchi@fusocommunity
.co.jp

http://www.fusocommunity.co.
jp/

82 みね行政書士事務所
Certified Administrative
Procedures Legal Specialist
Mineko Onzuka Office

法人 行政書士法人   行政書士 隠塚　峰子 行政書士 Mineko Onzuka Solicitor 隠塚　峰子 行政書士 Mineko Onzuka Solicitor
〒818-0105 福岡県太宰府
市都府楼南4-18-13

092-922-8364 092-922-8364
office-
mine@proof.ocn.ne.jp

http://www43.tok2.com/home
/officemine/



No. 1(a) 1(b) 1(c) 1-1 1-2(a) 1-2(b) 2 3(a) 3(b) 3(c) 3(d) 4(a) 4(b) 4(c) 4(d) 5 6 7 8 9

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

法人名・商号・屋号または個人名　
法人
 or
 個人

法人種別
（※個人は空白）

勤務先名称
（※法人は空白）

勤務先名称　（英語表記）
　（※法人は空白）

業種　（※複数選択可） 代表者名 代表者役職
代表者名
（英語表記）

代表者役職
（英語表記）

連絡担当者名
連絡担当者
所属部署

連絡担当者名
（英語表記）

連絡担当者　所属部署
（英語表記）

住所 TEL FAX メールアドレス URL

83

85
シーサイドリアルエステート株式会
社

SEASIDE　REAL ESTATE 法人 株式会社   不動産 和田　勝美 代表取締役 Katsumi Wada President  本社  Headquarters
〒814-0006　福岡市早良
区百道１丁目４番10号2Ｆ

092-847-8088 092-847-8628 info@seaside.ne.jp http://www.seaside.ne.jp

86 篠原公認会計士事務所グループ Shinohara　CPA　Office　Group 法人
公認会計士事務
所/税理士法人/
株式会社

  
コンサルタント, 司法書士, 公認会計
士, 税理士, 中小企業診断士, 社会保
険労務士, 不動産

篠原　俊 代表 Shinohara Takashi  徳田　将一
経営管理事業
部　次長

Tokuda
Maskazu

 
〒810-0023　福岡市中央
区警固2-12-5

092-751-1605 092-741-2581 info@shinohara-cpa.com http://www.shinohara-cpa.com

IT企画 コンサルタント  株式会社法人Advanced IT Corporation 090-2310-8920
〒158-0083　東京都世田
谷区奥沢6-18-10

President
TOSHIAKI
SAISHO

代表取締役社
長

http://www.advanced-it.co.jp/advit2007@gmail.com03-3702-6117PresidentTOSHIAKI SAISHO
代表取締役社
長

才所敏明 才所敏明



No. 1(a) 1(b) 1(c) 1-1 1-2(a) 1-2(b) 2 3(a) 3(b) 3(c) 3(d) 4(a) 4(b) 4(c) 4(d) 5 6 7 8 9

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

法人名・商号・屋号または個人名　
法人
 or
 個人

法人種別
（※個人は空白）

勤務先名称
（※法人は空白）

勤務先名称　（英語表記）
　（※法人は空白）

業種　（※複数選択可） 代表者名 代表者役職
代表者名
（英語表記）

代表者役職
（英語表記）

連絡担当者名
連絡担当者
所属部署

連絡担当者名
（英語表記）

連絡担当者　所属部署
（英語表記）

住所 TEL FAX メールアドレス URL

87 株式会社レッドエックス RedExp Co.,Ltd 法人 株式会社   コンサルタント, 翻訳・通訳, その他 濱田　諭 代表取締役 Satoshi Hamada President 濱田　諭 代表取締役 Satoshi Hamada President
〒815-0032 福岡市南区塩
原4丁目15番地

050-3381-5619  redexp_net@yahoo.co.jp http://www.redexp.net/corp/

88 株式会社　J-PAYMENT J-PAYMENT INC. 法人 株式会社   その他 清久　健也 代表取締役 KENYA KIYOKU PRESIDENT 山本健二  
KENJI
YAMAMOTO

 
〒150-0001 東京都渋谷区
神宮前6-19-20第15荒井
ビル4F

03-5469-5780 03-5469-5781
yamamoto@j-
payment.co.jp

http://www.jp-
international.co.jp/

89 看公税理士法人 福岡事務所 Nobutoki Kuroiwa CPA office 法人 税理士法人   公認会計士, 税理士 黒岩延時 所長 Nobutoki Kuroiwa  黒岩加南子 総務部長 Kanako Kuroiwa  
〒812-0016　福岡市博多
区博多駅南1-7-22　ブック
ローン福岡5F

092-260-9608 092-260-9603
nobutoki-
kuroiwa@tkcnf.or.jp

http://www.global-consul-
group.com/

90 宮川公認会計士・税理士事務所 MIYAGAWA-CPA-OFFICE 個人    コンサルタント, 公認会計士, 税理士         
〒810-0001　福岡市中央
区天神1-15-5天神明治通
りビル

092-791-1007  info@miyagawa-kaikei.com http://miyagawa-kaikei.com/

91 WISTECH株式会社 WISTECH Inc. 法人 株式会社/IT関係   その他     岡　荘一郎  SOICHIRO OKA  
〒810-0001 福岡市中央区
天神5丁目10-22　5F

092-732-7885  support@wistech-jp.com http://www.wistech-jp.com

92 サーブコープ福岡株式会社 Servcorp 法人 株式会社   不動産
アルフレッド・
ジョージ・モー
フォレッジ

代表取締役社
長

  金口　陽香 チームリーダー
Haruka
Kanaguchi

Team Leader
〒810-0001　福岡市中央
区天神1丁目9-17

092-717-3400  tenjin@servcorp.co.jp http://www.servcorp.co.jp

94
日本郵便株式会社　九州広域国際
郵便営業センター

Japan Post　Co.,Ltd.　Kyushu
Regional International Marketing
& Sales Center.

法人 株式会社   その他 江島　健 センター長 Ken Ejima  
竹次　沙希/森
智望

   
〒810-0001 福岡市中央区
天神4丁目3番1号

092-713-2103  
kyushu-eigyou-
kokusaieigyou.ii@jp-post.jp

http://www.post.japanpost.jp/i
nt/ems/index.html

97 申請取次行政書士　北原　保幸
Immigration Procedures Lawyer :
Yasuyuki Kitahara

個人  北原行政書士事務所
Immigration Procedures
Lawyer, Office Kitahara

行政書士 北原　保幸  Yasuyuki Kitahara  北原　保幸  
Yasuyuki
Kitahara

 

〒813-0003　福岡市東区
香住ヶ丘2丁目15-21しの
はらビル401号(ＪＲ九産大
駅前）

092-410-8962 092-410-8963 kitahara@wish.ocn.ne.jp
http://fukuoka.a-
gyousei.com/homepage/?id=14
38

98 ハートランド九州 heartland-kyushu.jp 個人  ハートランド九州 heartland-kyushu コンサルタント 岸　日出輝 代表者 hideki-kishi representative hideki-kishi representative hideki-kishi representative
〒814-0021　福岡市早良
区荒江3丁目19番23号201

092-215-1439 092-215-1439 info@heartland-kyushu.jp http://heartland-kyushu.jp

99 株式会社パソナテック Pasona Tech, Inc. 法人 株式会社   人材派遣 吉永　隆一
代表取締役社
長

Ryuichi　Yoshinaga President 福岡支店　島田 営業
Fukuoka
Branch,
Shimada

sales
福岡市中央区天神1-6-8
天神ツインビル13F

092-725-8719 092-725-8711
toshimada@pasonatech.co
.jp

http://www.pasonatech.co.jp/

100 株式会社ザイマックスアクシス XYMAX AXIS corporation 法人 株式会社   コンサルタント, 不動産 辛島　秀夫
代表取締役社
長

  巻幡　省吾 担当   
〒812-0011　福岡県博多
区博多駅前2-19-27

092-415-5590  
shogo-
makihata@xymax.co.jp

http://www.xymax.co.jp/index.
html

101 木原税理士事務所
KIHARA tax licensed accountant
office

個人  木原税理士事務所
KIHARA tax licensed
accountant office

コンサルタント, 税理士 木原　茂之 代表 Kihara Shigeuki  仲原　昭洋  
Nakahara
Akihiro

 
〒810-0041　福岡市中央
区大名2丁目4番22号　5F

092-716-7139 092-716-7149 info@asian-bridge.jp http://www.asain-bridge.jp

102 梅野行政書士法務事務所 umeno immigrationlawyeroffice 個人    行政書士 梅野公太郎 行政書士 Koutarou Umeno
immigrationlaw
yer

梅野公太郎 行政書士
Koutarou
Umeno

immigrationlawyer
〒812-0013　福岡市博多
区博多駅東1丁目14番25
号　7階

092-433-6207 092-433-6208
umeno.immigrationlawyer.
office@gmail.com

http://www.umeno-
immigration.jp/

103 バンコクのビジネス情報 international fudosan 個人    コンサルタント         

238 Srivara Mansion 2
Soi.Nathong3,
Ratchadapisek
Rd.,Dindaeng, Bangkok

090-4536-5997  esu.4141@gmail.com http://ifudo3.com

104 コミュニコ Communico 個人    翻訳・通訳, その他 古賀尚子 代表 Hisako　Koga Director     
〒810-0001　福岡市中央
区天神3丁目4-10天神西
茂ビル309

092-716-1225 092-716-1225
hisako.koga@communico.a
sia

http://ameblo.jp/communenico
/
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住所 TEL FAX メールアドレス URL

105 虹亘(上海)建築設計諮詢有限公司
HONGGEN (SHANGHAI)
ARCHITECTURE CONSULTING
CO., LTD

法人 有限会社   コンサルタント, 翻訳・通訳         上海金沙江路1698
0086-136-7196-
2494

 crgong@honggen.cn www.honggen.cn

106 アライアンス行政書士法務事務所 Alliance Legal affairs office 個人    行政書士 山中賢一 行政書士       
〒819-1313　福岡県糸島
市志摩稲留235番地6

092-327-5517  yamanaka.gs@gmail.com http://alliance-fukuoka.com/

107 株式会社セブンマーケット Seven market.co.ltd 法人 株式会社   その他 内田幸雄 代表取締役   尼ケ崎 リーダー   
〒810-0022　福岡県福岡
市中央区薬院1-14-5MG
薬院ビル6F

092-714-4340 092-714-4340 yoshikai@7market.co.jp http://www.7market.co.jp/

108 アリカソリューションズ株式会社 ARICA SOLUTIONS, INC. 法人 株式会社   コンサルタント, 人材派遣, その他 田中旭 代表取締役       
福岡県福岡市東区香椎団
地1(UR内)

03-5942-6332  info@aricasc.com http://www.aricasc.com

109 Y・エステート Y Estate 個人    不動産 山下ゆかり  Yukari Yamashita  Y・エステート  Y Estate  
〒812-0026　福岡市博多
区上川端町12番28号安田
第一ビル6階

092-283-8882 092-283-8883 yestate8882@gmail.com  

110 行政書士山下ゆかり事務所
Yukari Yamashita Office
Administrative Scrivener

個人    行政書士 山下ゆかり  Yukari Yamashita  山下ゆかり  
Yukari
Yamashita

 
〒812-0026　福岡市博多
区上川端町12番28号安田
第一ビル6階

092-283-8881 092-283-8883
officeyamashita@gmail.co
m

http://gyouseishoshi-
yamashita.jp/index.html

111
弁護士法人　西村あさひ法律事務
所　福岡事務所

NISHIMURA & ASAHI LPC
FUKUOKA BRANCH OFFICE

法人 弁護士法人   弁護士 尾﨑　恒康 弁護士 Tsuneyasu Ozaki  高木　謙吾 弁護士 Kengo Takaki  
〒810-0004　福岡県福岡
市中央区渡辺通2-1-82
電気ビル共創館9階

092-717-7300 092-726-1311 info_fukuoka@jurists.co.jp http://www.jurists.co.jp

112 グローバルライフサポートセンター Global Life Support Center 法人 NPO法人   コンサルタント, 翻訳・通訳, その他 山下ゆかり 代表理事 Yukari Yamashita
Representative
of the Board
of Directors

グローバルライ
フサポートセン
ター

 
Global Life
Support Center

 
〒812-0026　福岡市博多
区上川端町12番28号　安
田第1ビル6階

092-283-8891 092-283-8883 support@npo-global.jp http://www.npo-global.jp/

113 Fukuoka Properties 株式会社 Fukuoka Properties Co. Limited 法人 株式会社   不動産         
812-0013　福岡市博多区
博多駅東1-1-33はかた近
代ビル　2階、7階

092-260-9733 092-260-9734 info@idealoffice.jp http://www.idealoffice.jp

114 Independence English Independence English 個人  Independence English Independence English その他 安武　智史 代表 Satoshi Yasutake Representative     
〒810-0011 福岡市中央区
高砂1-4-6 アプリコット渡
辺通り 101

080-3904-8107  
satoshi_yasutake@yahoo.c
o.jp

http://ameblo.jp/inen1

116 雷国株式会社 RAIKOKU 法人 株式会社   不動産, その他 潘　献国 代表取締役 HAN KENKOKU President     
812-0017　福岡市博多区
美野島2丁目2番19号　セ
イワコーポ105

092-481-8558 092-409-8868 han@raikoku.com http://www.raikoku.com

117 スカイレンタリース株式会社
Sky Renta lease Fukuoka Office
Co.Ltd.

法人 株式会社   その他 半田　将之 所長 Masayuki Handa Director 坂本　章  Akira Sakamoto  
812-0002 福岡市博多区空
港前4-1-26

092-623-5222 092-623-5223 fukuoka@fuk-sky.jp http://www.skyrent.jp
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住所 TEL FAX メールアドレス URL

118 株式会社彩ファクトリー IRODORI FACTORY co.ltd 法人 株式会社   不動産 内野匡裕 代表取締役 MASAHIRO UCHINO CEO 内野匡裕 代表取締役
MASAHIRO
UCHINO

CEO
〒108-0071東京都港区白
金台1-4-9

070-6434-5551  uchino@irodorifactory.com http://irodorifactory.com/

119 Kojo & Ueda CPA Office Kojo & Ueda CPA Office 個人  
Kojo & Ueda CPA
Office

Kojo & Ueda CPA Office 公認会計士, 税理士   Mamoru Kojo (CPA)   Mamoru Kojo  

7F Nishitetu Akasaka
Building, 2-4-30, Daimyo,
Chuo-ku, Fukuoka-shi,
810-0041, Japan

092-731-8608 092-731-8609 kojohcpa@nifty.com http://www.kojocpa.com

120 オフィスナビ株式会社 Office Navi Co., Ltd. 法人 株式会社   不動産 金本　修幸 代表取締役 Naoyuki　Kanamoto
Representative
director

小林　典史 福岡支社長
Norifumi
Kobayashi

Fukuoka branch length
〒812-0011　福岡市博多
区博多駅前2-6-15　オク
ターブ博多駅前ビル7F

092-474-5569 092-569-5589 fukuoka@office-navi.co.jp
http://www.office-navi-
fukuoka.jp/

122
行政書士リーガルアソシエイツ　オ
フィスアフィニティ

Legal Associates Office Affinity 個人  
行政書士リーガルアソ
シエイツ　オフィスアフィ
ニティ

Legal Associates Office
Affinity

コンサルタント, 行政書士 中畑　寿子 所長・行政書士 Hisako Nakahata      
〒812-0024 福岡市博多区
綱場町1-16　多田ビル5F

092-292-1794 092-510-0268
nakahata@office-
affinity.com

http://f.a-
gyousei.com/nakahata-
houmuoffice/

123 城行政書士事務所
TACHI Certified Administrative
Procedures Legal Specialist
Office

個人    コンサルタント, 行政書士 城　昭宏 行政書士 Akihiro TACHI

Certified
Administrative
Procedures
Legal

城　昭宏 行政書士 Akihiro TACHI
Certified Administrative
Procedures Legal
Specialist

〒810-0023　福岡市中央
区警固2丁目12-12-2F

092-761-1464 092-761-1468 gyosei@wingworld.biz http://www.tachi.net/

124 江嶋直人 Josh Naoto EJIMA 個人 個人   翻訳・通訳, 人材派遣         
〒812-0069　福岡市東区
郷口町10-10　江嶋

090-9966-5324  ejimanaoto79@gmail.com  

125 西日本鉄道株式会社 Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd. 法人 株式会社   不動産 倉富純男
代表取締役社
長

  川尻松吾 係長   
〒810-8570　福岡市中央
区天神1丁目11番17号　福
岡ビル10階

092-734-2633 092-716-0306 kawashou@nnr.co.jp
https://www.nishitetsu-
office.com/

126 エクスコムグローバル XCOM GLOBAL 法人 株式会社   その他         
〒810-0001　福岡市中央
区天神1丁目1番1号 アク
ロス福岡12F

092-738-1622  g.kenji@xcomglobal.co.jp
http://www.globaldata.jp/?age
nt=asiabiz

127 ハン国際行政書士事務所 hangokusigyouseisijimusyo 個人  
ハン国際行政書士事
務所

ハン国際行政書士事務所 行政書士
宮松　　潔(樊
洁)

       
〒813-0043福岡市東区名
島2丁目20-21

092-692-2316 092-692-2315
miyamatsu2008@hotmail.c
o.jp

 

130 ミトラ国際インドネシア PT.Mitra Kokusai Indonesia 法人 株式会社   コンサルタント   Agung Budi
President
director

  Takeo Fujimoto Vice president director

Villa Mutiara Gading
3,Block O,
1/3E,Kel.Kebalen,Kec.Babe
lan, Kab.Bekasi,Jawa-
Barat 17610 Indonesia

+62 021-8839-
7756

 info@mitra-kokusai.com
http://www.mitra-
kokusai.com/

131 新義豊株式会社 SHINGIHOU Co.,Ltd. 法人 株式会社   コンサルタント, 翻訳・通訳, その他 林 紀全
代表取締役社
長

CHICHUAN LIN President 林 紀全
代表取締役社
長

CHICHUAN LIN President
〒812-0016 福岡市博多区
博多駅南3-17-15　シャ
トー福泉402号

092-984-3200  service@shingihou.com http://www.shingihou.com

132
行政書士・中小企業診断士 越川
智幸事務所

Administrative scrivener
Registered management
consultant

個人  
行政書士・中小企業診
断士 越川智幸事務所

Administrative scrivener
Registered management
consultant

行政書士, 中小企業診断士         
〒810-0001　福岡市中央
区天神3丁目1-13

050-5583-3480  info.koshikawa@gmail.com  

133 アイゼン行政書士事務所 AIZEN IMMIGRATION LAW FIRM 個人    行政書士         
812-0013 福岡市博多区博
多駅東2-5-11-2階(コスギ
Ⅰビル)

092-481-3087  
kimura@fukuoka-
hakata.com
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134 行政書士おち事務所
Administrative Lawyer Ochi
Office

個人    行政書士 越智正毅 代表者       
〒810-0073　福岡市中央
区舞鶴二丁目8番29号

050-1342-9524 020-4623-7093 info@ochi-jimusho.jp http://www.ochi-jimusho.jp

135 さがら行政書士事務所
Sagara Administrative
Scrivener's Office

個人    行政書士 相良　岳志 行政書士 Takeshi　Sagara
Administrative
Scrivener

相良　岳志 行政書士 Takeshi　Sagara
Administrative
Scrivener

〒810-0003　福岡市中央
区春吉2丁目16番15号
502号

092-791-4766  
info@visa-
officesagara.com

http://visa-officesagara.com

136 株式会社システムライフ SystemLife Co., Ltd 法人 株式会社   その他 吉浦　勇次 代表取締役 Yuji yoshiura
Representative
Director

安部　広昌 マネージャー Hiromasa Abe General Manager
〒810-0071　福岡市中央
区那の津3丁目14番14号

092-771-5176 092-771-5174 abe@syslife.co.jp https://www.syslife.co.jp/

137
咸宜ファイナンシャル・アドバイ
ザーズ合同会社

Kangi financial advisers LLC 法人 合同会社   コンサルタント, 不動産 井上陽一 代表社員 Yoichi　INOUE CEO     
〒810-0801 福岡市博多区
中洲五丁目3番8号　アクア
博多5階

092-287-9785  inoue@kan-gi.com http://kan-gi.com/

139 龍馬行政書士事務所
TATSUMA Immigration Lawyer
Office

個人    行政書士 龍馬 師洋 経営者 TATSUMA SHIYO Manager     
〒812-0045  福岡市博多
区東公園6-25ハイムルミ
エール402号

090-1192-7421  snowinsea521@yahoo.co.jp  

140 正木公認会計士税理士事務所 MASAKI CPATAX 個人    公認会計士, 税理士 正木　慎也 代表       
〒812-0039 福岡市博多区
冷泉町2-9-906

092-292-4305 092-292-4306 info@masakicpatax.com http://masakicpatax.com/

141 大連君得鳴達貿易有限公司 DALIAN J&M TRADE CO.,LTD 法人 有限公司   
コンサルタント, 翻訳・通訳, 人材派遣,
その他

        
〒116-6000　大連開発区
金馬路232号

04-8792-4449  xulianmingjm@sina.cn
　http://www.technology-
jm.com

142
行政書士法人A.I.ファースト　福岡
事務所

Administrative Procedure Office
A.I.First

法人 行政書士法人   行政書士 長江博仁 代表社員 HirohitoNagae      
福岡市中央区天神4-2天
神クリスタルビル12階

092-406-5169 092-406-5179 info@gyosei-shosi.com http://www.gyosei-shosi.com/

143 株式会社遠近ブラザース ENKIN BROTHERS CO.,LTD 法人 株式会社   不動産 魯　遠 社長 Ro En
company
president

    
〒812-0011福岡市博多区
博多駅前2丁目17番14号3
階

092-292-8307 092-292-8357 enkin@enkin.jp  

144
三幸エステート株式会社　福岡支
店

Sanko Estate Co., Ltd 法人 株式会社   不動産 中村　竜治 福岡支店長 Ryuji Nakamura
Fukuoka
branch
manager

福岡支店 支店長 Fukuoka Branch manager
〒812-0011 福岡市博多区
博多駅前1丁目5番1号　10
階

092-686-5311 092-686-5355
ryuji_nakamura@sanko-
e.co.jp

http://www.sanko-e.co.jp/

145
弁護士法人ベリーベスト法律事務
所福岡支店

Verybest Law Offices Fukuoka
Branch

法人 弁護士法人   弁護士 堤悦朗 支店長　弁護士 Etsuro Tsusumi
Attorney at
Law, Branch
Manager

    

〒812‐0011　福岡市博多
区博多駅前1丁目14番16
号博多駅前センタービル8
階

092-477-5577 092-477-5581 tsutsumi@vbest.jp https://www.vbest.jp/

146 司法書士鄧淑珠国際法務事務所
Deng Shuzhu International Legal
Adviser Office

個人  
司法書士鄧淑珠国際
法務事務所

Deng Shuzhu International
Legal Adviser Office

司法書士, 行政書士, 翻訳・通訳 鄧淑珠 代表司法書士 Deng Shuzhu
Shiho-Shoshi
Lawyer

    
〒813-0013　福岡市東区
香椎駅前1丁目14番19　浜
男ビル802号

092-692-6263  dsz@office-deng.com http://office-deng.com

148 ㈱GOLF LOVE GOLF LOVE Inc. 法人 株式会社 GLエステート GLestate 不動産 趙 鏞三 代表取締役 Chou Yong San 代表連絡先  Main　Number  
福岡市博多区博多駅東1-
1-33はかた近代ビル7階

092-432-8536 092-432-8539 info@gl-estate.com http://www.gl-estate.com/

149 ボストン行政書士事務所 BOSTON ADMIN LEGAL 個人    行政書士, 翻訳・通訳, その他 ボストン　マサヨ  Masayo Boston      

3rd floor Minami Tenjin
Building 5-14-
12Watanabedori, Chuo-ku,
Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
810-0004

090-1341-6511  boston@admin-legal.com
http://ameblo.jp/admin-legal/
http://www.admin-legal.com/

150 COSMIC CAFE KK COSMIC CAFE KK 法人 CORPORATION   
コンサルタント, 中小企業診断士, その
他

STEVEN LIEW CEO   STEVEN LIEW CEO   
〒810-0054 福岡県福岡市
中央区今川1丁目25-19

050-6870-4800  SLIEW@COSMICCAFE.JP WWW.COSMICCAFE.JP

151 まつむら国際行政書士事務所
MATSUMURA　Admin. Lawyers
Office

個人  
まつむら国際行政書士
事務所

MATSUMURA　Admin.
Lawyers Office

行政書士, 翻訳・通訳 松村　義之 行政書士 Yoshiyuki Matsumura
Admin/Immigra
tion Lawyer

松村　義之 行政書士
Yoshiyuki
Matsumura

Admin/Immigration
Lawyer

〒811-2207　福岡県糟屋
郡志免町南里3-9-36

090-9592-3554 092-937-3554 yukisters8@gmail.com
http://f.a-gyousei.com/total-
life-support/

152 レファミー ReferMe Inc 法人 株式会社   コンサルタント, 人材派遣 ジョ　ヒジュン
代表取締役社
長

Cho Heejoon CEO     
〒107-0052東京都東京都
港区赤坂2-17-65吉葉ビ
ル3階

03-5545-5783  hj.cho@referme.jobs  



No. 1(a) 1(b) 1(c) 1-1 1-2(a) 1-2(b) 2 3(a) 3(b) 3(c) 3(d) 4(a) 4(b) 4(c) 4(d) 5 6 7 8 9

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

法人名・商号・屋号または個人名　
法人
 or
 個人

法人種別
（※個人は空白）

勤務先名称
（※法人は空白）

勤務先名称　（英語表記）
　（※法人は空白）

業種　（※複数選択可） 代表者名 代表者役職
代表者名
（英語表記）

代表者役職
（英語表記）

連絡担当者名
連絡担当者
所属部署

連絡担当者名
（英語表記）

連絡担当者　所属部署
（英語表記）

住所 TEL FAX メールアドレス URL

153

154 ジラインネットワークス株式会社 Gline Networks Pvt. Ltd. 法人
ビジネスに関する
支援及びコンサ
ルティング

  コンサルタント ランジャン 取締役員 RANJAN Director     
816-0933　大野城市瑞穂
町

080-3963-2013  ranjan@glinenetworks.com
https://www.glinenetworks.co
m

155
株式会社ジェイエイシーリクルート
メント

JAC Recruitment Co Ltd 法人 株式会社   人材紹介、エグゼクティブサーチ 松園健
代表取締役社
長

Takeshi
MATSUZONO

Managing
Director

藤田千栄子
海外進出支援
室マネジャー

Chieko FUJITA
Manager of Global
Recruitment Support

〒101-0051　東京都千代
田区神田神保町1-1-5　神
保町三井ビル14階

03-5259-2491 03-5259-6933
c-fujita@jac-
recruitment.jp

 www.jac-
recruitment.jp/service/custom
er/global-recruitment/

156 株式会社ザ・ラン kabushikigaishazaran 法人 株式会社   翻訳・通訳, 不動産 李慧麗 取締役 rikeirei torishimariyaku     
〒812-0011　福岡市博多
区博多駅前4-33-11　201
室

092-292-9508 092-292-9508 keireily@yahoo.co.jp  

157 叶晨(ヨウ　シン) YECHEN 個人  三浦邦俊法律事務所  弁護士 叶晨(ヨウ　シン)
外国法事務弁
護士

YECHEN

Japanese
Registered
Foreign
Lawyer

中原美和子 事務局   
〒810-0042　福岡市中央
区赤坂1-15-33ダイアビル
福岡赤坂　7階

092-737-5885  yechen@co-effort.com www.co-effort.com

158 Aribabaコンサルティング Aribaba　consulting 個人    
コンサルタント, 弁護士, 司法書士, 行
政書士, 税理士, 社会保険労務士, 翻
訳・通訳, 人材派遣, 不動産

白木陽子  Youko　Shiraki      
816-0802福岡県春日市春
日原北町4-32-1

090-9486-9017  jyudiss81@gmail.com  

159
ワンストップビジネスセンター天神・
博多店 | 株式会社MOOR

1 STOP BUSINESS CENTER 法人 株式会社   不動産 土本真也 代表取締役 Shinya Tsuchimoto  平野修己  Shumi Hirano  
〒810-0001　福岡県福岡
市中央区天神2-3-10

092-600-1030 092-518-1354 info@1sbc.com
https://www.1sbc-
osaka.com/branch/fukuoka/

160 株式会社アイキューブ iCubes Inc. 法人 株式会社   コンサルタント, 人材派遣 麹池　貴彦
代表取締役社
長

Takahiko Kikuchi CEO 南　明日香  Asuka Minami  
〒150-0043 東京都渋谷区
道玄坂1丁目19-11　道玄
坂セピアビル4F

080-4167-8199  asuka.m@icubes.co.jp http://www.icubes.co.jp/

wakiya tadao，
HuJinPing

United States Certified
Public Accountant  and
certified tax accountant

〒812-0018　福岡市博多
区住吉1-2-25　キャナルシ
ティ・ビジネスセンタービル
9F

092-283-3350 092-283-3351 wakiya@akj-partners.com
米国公認会計
士・税理士

税理士法人　AKJパートナーズ
http://akj-
partners.com/chinese/

AKJ Partners 法人 税理士法人   
コンサルタント, 公認会計士, 税理士,
社会保険労務士, 翻訳・通訳, 不動産

山本　成男
代表パート
ナー・公認会計
士・税理士

yamamoto naruo

Representative
partner
Certified
Public
Accountant
and certified
tax accountant

福岡オフィス
脇屋忠生，胡晋
萍



No. 1(a) 1(b) 1(c) 1-1 1-2(a) 1-2(b) 2 3(a) 3(b) 3(c) 3(d) 4(a) 4(b) 4(c) 4(d) 5 6 7 8 9

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

法人名・商号・屋号または個人名　
法人
 or
 個人

法人種別
（※個人は空白）

勤務先名称
（※法人は空白）

勤務先名称　（英語表記）
　（※法人は空白）

業種　（※複数選択可） 代表者名 代表者役職
代表者名
（英語表記）

代表者役職
（英語表記）

連絡担当者名
連絡担当者
所属部署

連絡担当者名
（英語表記）

連絡担当者　所属部署
（英語表記）

住所 TEL FAX メールアドレス URL

162 FPTスタッフィング株式会社 FPT Staffing Inc. 法人 株式会社   人材派遣
グェン　ホアン
リン

代表取締役社
長

Nguyen Hoang Linh CEO
ダオ　フォン　ア
イン

営業担当
Dao Phuong
Anh

Sale
〒105-0011東京都港区芝
公園1-7-6 CROSS
PLACE浜松町5F

03-6634-6868 03-6634-6869
fpt.staffing.contact@fsoft.
com.vn

https://www.fpt-
software.jp/fpt_staffing/

164
株式会社ワールド・キャリアパート
ナーズ

World Career Partners Inc. 法人 株式会社   コンサルタント 川邉卓也
代表取締役社
長

KAWABE, Takuya CEO 大滝いづみ 取締役 OTAKI, Izumi
Executive Vice
President

〒810-0001 福岡市中央区
天神4丁目9-10　第二正友
ビル4F

092-735-2217 092-735-2217 bizgate@wcp-jp.com https://www.wcp-biz.com

165 三宅法律事務所 Miyake Law 個人   弁護士 三宅淳 弁護士 Atsushi Miyake
Attorney -at-
Law

三宅淳 弁護士 Atsushi Miyake Attorney -at-Law
〒810-0001　福岡市中央
区天神1丁目9番17号　15
階

092−287−4640 092−510−7547 miyake@miyake.law
https://miyake.law/
https://miyake.law/en/



No. 1(a)

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

1 アジアネット

2 秋吉公認会計士事務所

4 九州中国クラブ有限会社

5 株式会社ジーコム

7 協同組合福岡情報ビジネス

8 加藤特許事務所

9 行政書士　住吉　隆行

11 井上　伸一

13 韓国テクノマート

15 黒田　春麗

16 ていすとビジネスサービス

17 白水通人税理士事務所

18 株式会社HAKEN

19 斉　珂

20 大石　幹夫

法師山康成税理士事務所3

10 11 12 13 14 15

事業概要・資格 提供可能なサービス 対応可能国・地域 対応可能言語 料金など PR

アジアビジネス(貿易・投資）、経済交流の事業コーディネート、およびベンチャー企業支援コンサル
ティング

国際ビジネス・事業コーディネート
海外販路開拓・マーケティング支援
貿易・投資コンサルティング
ベンチャー企業支援コンサルティング

中国(香港含む）、台湾、ASEAN
各国

中国語
相談による（初回面談時
は無料）

アジア各国地域における製造、販売、サービスに関する多方面の事業を支援いたします。
特に、アジア向けの地場産品（食品、農産物、伝統工芸品、飲食事業、各種サービス事業）輸出や
販促支援活動では、内外の広範なネットワークによって強力にサポートいたします。
また、ベンチャー企業の起業、育成、上場支援等のサポートにも実績があります。

事業概要：法人・個人の会計税務
資格：公認会計士，税理士，社会保険労務士

・法人設立のサポート
・税務申告書等の作成
・税務会計相談

 英語
打ち合わせ後、見積もり
にて

 

１．会員交流会の開催
２．日中企業経営者及び研究者との交流会、相談会、講演会等
３．機関紙の発行
４．中国視察ツアーの企画

１．日中間の法律関係
２．日中間の税務・財務関係
３．海上物流輸送サービス
４．国内・外の旅行企画、格安航空券等
５．日中間のビジネスコンサルティング、翻・通訳業務

中国、香港 中国語、英語 要相談。
豊富な専門知識を持つ日本人が集まり、会社を興しました。中国人スタッフと中国各地の情報を交
換し、高品質で的確な 新情報を提供することをモットーに九州地場企業の中国進出、中国企業の
九州進出のサポートをしていきます。

マーケティング・リサーチ、マーケティング・コンサルティング
市場調査、消費者意識調査、事業可能性調査、店舗開発・出店
コンサルティング、商品開発、販売戦略コンサルティング

台湾、ベトナム、中国（上海、大
連）

日本語、中国語、
英語

業務内容によって異なる
マーケティング領域の調査とコンサルティングの専門会社として創業20年。九州を中心に国内全域
で活動しており、一部にはアジアの台湾、ベトナム、中国（上海、大連）でのビジネス調査とコンサル
ティングを手がけている。

高速道路ETC事業　外国人研修生受入事業　協同購買事業　IT教育事業　その他 法人ETCカード　外国人研修生 中国 中国語   

特許・実用新案・意匠・商標登録出願代理業務
知的財産権の戦略的獲得に関する支援・コンサルティング・企
業研修支援

 英語
ホームページをご参照く
ださい。

私どもは、企業内で培われた技術や手法について、特許取得の可能性の有無などに関して細やか
なアドバイスを行っており、企業の独自性の発揮をお手伝いするために、企業内の教育や指導など
も行っております。また、東京にもオフィスを開設致しましたので、より迅速・広範なサービスを提供
できるようになりました。

◆入国管理局申請
◆会社・医療法人・公益法人等各種法人設立
◆医療用具製造許可・輸入許可申請
◆著作権登録申請
など許可・認可手続代理

●入国・在留許可申請・国籍取得（帰化）許可申請
●対内投資
●会社設立
●駐在員事務所開設

全て 英語・中国語 31,500円～367,500円

こんな時ご相談下さい。

●短期商用や海外の親族を日本に招聘したい。
●外国人妻や夫が日本人配偶者を亡くした場合。
●配偶者と離婚した場合。
●日本での在留期限が切れてしまった。
●永住権が欲しい。又は、日本の国籍が欲しい。
●外国人が会社を作りたい。
●日本に駐在員を置きたい。又は視察で日本に招きたい。

税理士業務　税理士2名　Enrolled Agent1名 日本国内での税務申告業務、会計業務  英語  
　日本国内での起業、税務・会計業務を行ないます。また、英文簿記、英文決算書にも対応が可能
です。

韓国産業資源部・科学技術部・情報通信部との連携で、先端技術の海外移転をサポートしていま
す。高度技術を保有する人材に日本語教育を加え、日本での雇用を支援してします。

韓国先端技術の紹介と交流。輸入サポート。 韓国
日本語・韓国語・
英語

ご相談に応じます。  

フリーランス中国語通訳・翻訳 中国語通訳・翻訳 中国 中国語
18,000円／8時間（通訳）
2,800円／仕上がり400文
字

中国出身のフリーランス中国語通訳・翻訳者。来日５年、通訳・翻訳経験６年。韓国語も可能で日常
生活レベルの通訳可能。
責任感が強く、明るいです。コミュニケーションを取るのが好きで、福岡のことを中国や韓国にもっと
知ってほしいです。

シンガポール、ITCの利活用、地域資源の活用、SOHOテレワークの活用に関するコンサルティング、
マーケティング、執筆、講演など。

企業、各種団体へのコンサルティング、マーケティング（シンガ
ポール進出支援、ITC利活用支援、地域資源活用、SOHOテレ
ワーク活用支援）、執筆、講演（シンガポール、SOHOテレワーク
関連）

シンガポール 日本語、英語 要相談

1998年より大手企業とマルチメディア教材のジョイントベンチャー。2001年1月より2004年10月まで
シンガポール在住し、SCMプロジェクトリーダー、マーケットリサーチを行う。2004年10月より財団法
人日本SOHO協会理事に就任。第5回テレワーク推進奨励賞を受賞（社団法人日本テレワーク協
会）。2006年8月佐賀県高度情報化推進協議会事業検討部会委員、第8回テレワーク推進奨励賞を
受賞（社団法人日本テレワーク協会）。2007年10月シンガポールでビジネス登録。

事業概要：主として法人（一般事業法人、海外取引法人、医療法人等）の税務、会計。
資格：税理士、英検1級

○法人設立のサポート、会計システムの導入、税務・会計の相
談、税務申告書等の作成。
○英語による税務・会計等の相談。

 英語
法人の月額顧問料として
30,000円より相談させて
いただきます。

　税務・会計の専門家としてお客様のご要望を実現できるようがんばります。
　また、英語でのご質問、相談等にも応対します。

一般人材派遣業 (厚生労働大臣許可番号　般40-300294）、
有料職業紹介業 (厚生労働大臣許可番号　40-ュ-300178）

通訳・翻訳（英語・韓国語・中国語・ベトナム語他）、
人材派遣業（特にIT技術者/機械技術者）、
有料職業紹介

福岡県全域・下関他
日本語・英語・韓
国語・中国語・ベト
ナム語

通訳１日（８時間）５２，５
００円（税込み）～（応、相
談）

”物流”ならぬ”人流”を扱う会社として、優秀なアジア人技術者を日本へ招聘することを目指し誕生
しました。
通訳・翻訳に関しては、ビジネスレベルで通用するサービスを提供します。

経営修士（専門職）ＭＢＡ（Master of Business Administration） 実務ビジネス翻訳・通訳 中国、台湾、日本、アメリカ   長い実務ビジネス翻訳・通訳経験あり。

各種コンサルティング
ビジネスコンサル、異文化マネジメント、異文化コミュニケーショ
ン、ビジネスコーチング、パーソナルコーチング、紛争やいざこざ
の解決

マレーシア、シンガポールその他
東南アジア全般、ネパール、
ニュージーランド、オーストラリ
ア、イギリス

英語、日本語、マ
レー語少々

１日（８時間）３万円、半
日（４時間）１万５千円

イギリスのブラッドフォード大学で、紛争解決の博士号を取得した、紛争解決、異文化マネジメント
の専門家で、ビジネスコンサルタントです。マレーシアを中心に東南アジアに累計９年、ニュージー
ランドに５年居住し、近年ではネパールとも深いつながりがあり、人脈もあります。

さまざまな問題や課題を「問題解決」のアプローチで解決するお手伝いをします。英語で仕事ができ
ます。

本事务所根据为您提供
的服务内容收取顾问费,
欢迎随时来电商谈和报
价（Depends on what
kind of services you
need.）

有需要帮助请随时联系我们
Please feel free to contact us if you have any comments or questions. Thank you.

<中文>
・创业新公司的各种咨询
・会计记帐业务
・每年个人所得税的申报,法人的年终结算和法人税的申报
・根据日本的税法节省税款等咨询
・代理记帐
・计算员工工资以及社会保险等
・咨询并代办来日投资签证

<English>
・Business start-up consultation
・Accounting
・Preparing a tax return
・Tax savings consultation
・Book-keeping
・Pay roll
・Visa application consultation

＜日本語＞
・会社設立コンサルティング
・財務諸表作成
・税務申告書作成
・節税対策
・記帳代理
・給与計算
・投資ビザ申請相談

China, Asia, Japan Chinese, English

<中文>
本事务所是日本福冈的一个专业团体,主要为在日本投资的外国企业办理公司登记、定款、帐务处
理以及向日本的税务署提交税务申报等一系列手续提供支援。并且为您提供根据日本的税法节省
税款等税务方面的咨询服务.

我们有熟悉日本税务会计知识并且在日本事务所多年工作经验的中国员工和以及多年海外留学
经验的精通商务英文的日本员工。以便我们能够以更快、更准确地方式为您服务满足您的要求.

・日本国家注册税理师　1名
・日本税务科目合格者(中国员工)　1名
・企业经营咨询专家　1名
・商务英语专业翻译(日本员工)　1名

<English>
We are professional team for the purpose of supporting foreign companies investing in Japan. Our
office is based in Fukuoka, japan.
We provide you with support such as business start up consultation, accounting, tax returns, tax
savings and so on.

Our mission is to address your requests more quickly and accurately than any other companies.
Accordingly Chinese staff who is familiar with Japanese accounting and tax, and Japanese staff who
is fluent in English and experienced study abroad are ready to contribute your business.

・certified tax accountant 1
・certified tax accountant assistant 1
・management consultant 1
・English interpreter 1

<日本語>
私たちは福岡市に拠点を置く外資系企業の対日投資を応援するプロフェッショナル集団であり、会社
設立の相談、会計、税務申告、節税対策などのサービスを行っています。

他の何処よりも早く正確に貴社のご要望にお応えするために日本の税務会計に精通した中国人ス
タッフと海外留学の経験が豊富でビジネス英語に対応した日本人スタッフを揃えております。

・税理士　1名
・税理士試験科目合格者　1名
・経営コンサルタント　1名
・英語通訳　1名



No. 1(a)

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

21 九州日仏学館

22 グローブ・エフ

23 弁護士法人ブリッジルーツ

24 伊藤中小企業診断士事務所

25 篠田　昌人

26 株式会社ビルディング企画

27 溝口　亜由美

28 Office T.Professional

30 株式会社　フジニッケイ

31 日本ＦＵＬＯＮＧ株式会社

32 株式会社テクノスマイル

33 福岡国際法務研究所

34 株式会社オー・エイチ・アイ

35 日本貿易保険

36 有限会社アイジェイシー

37 中日ビジネスサポート株式会社

38 株式会社グッド・サポート

39
株式会社クリエイティブ・マネージメ
ント・コンサルタンツ

10 11 12 13 14 15

事業概要・資格 提供可能なサービス 対応可能国・地域 対応可能言語 料金など PR

九州日仏学館は、東京・横浜日仏学院、京都の関西日仏学館とともに、駐日フランス大使館管轄機
関の一つです。
在外公式文化機関の役割、そしてフランス外交の手段として、福岡と九州にフランス語とフランス文
化を広め、 また日本文化との交流と地元の専門機関との協力関係をいっそう深めることを目的として
います。
フランス語教育と促進、文化芸術活動、大学交流を主な活動としています。

駐日フランス大使館文化部をはじめとする大使館各セクション、フランス機関ネットワークとの密接な
つながりをもちながら活動しています。文化参事官は、大使館のアクションプランの中で、活動に対す
る連携を約束しています。また、1982年以来、福岡市の姉妹都市であるボルドー市に関連するプロ
ジェクトも展開しています。

翻訳、通訳の派遣等 フランス語圏
フランス語、日本
語

お見積もりになります。

一般の方と専門分野の方に向けたサービスを提供しています。通訳・翻訳業務（フランス語と日本
語）、また教育や文化、ビジネスにおける日仏間の連携の支援業務なども承ります。日仏における
当館の幅広いネットワークで皆様のご要望にお答えいたしますので、詳細はぜひ当館までお問い
合わせください。

高度の専門性をベースとして、プロフェッショナルで多様な技術サービスを提供します。
専門性：
情報セキュリティ（情報セキュリティアドミニストレーター、他）
組込技術（インドのスキルと経験に富むパートナーと連携）
GIS技術（インドのスキルと経験に富むパートナーと連携）

ISMS構築のコンサルテーション
組込技術のR&Dや教育
GIS遠隔支援
中小企業のためのITヘルプデスク
詳細については、以下のサイトをご覧ください。
http://com.globe-f.co.jp/
For details, please visit communication site above.

国内に加えて、インドを中心とし
たアジア地域

英語  

長年の大手通信機メーカーにおける技術の習得に加えて、海外向けプロジェクトの契約における交
渉、またプロジェクト管理の経験と培った能力を 大限に生かし、顧客に満足を感じてもらえるサー
ビスを提供します。また異文化対応や言語障壁という課題にも丁寧に対応するなかで解決し、顧客
の利益を確保したプロジェクトを実現します。

弁護士業務。主な業務は日中間ビジネスのサポートです。中国への進出、M&A、債権回収、在中国
日系企業への種々法的サポート、中国からの撤退サポート等々。

各種相談、中国における債権回収、M&A、在中国日系企業への
種々法的サポート等々、中国案件全般。また、日本国内の企業
法務関係全般。

中国、韓国、日本
中国語、韓国語、
日本語

弊所ホームページをご参
照下さい。

九州で唯一の日中間ビジネス専門の法律事務所です。上海にも事務所を構え、中国人弁護士60
名以上を擁する中国法律事務所と提携関係を有していること、3年強上海に常駐し実務を取り扱っ
てきた経験を有する点が強みです。敷居が低い法律事務所を目指し、報酬の相談にも柔軟に対応
します。

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑISO14001による社員育成、
品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑISO9001による経営改善、
労働安全ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄOHSAS18000導入・活用支援、
経営に活かせる情報システム教育研修、
中小企業支援センター登録専門家（福岡・大分・佐賀等）、
建設業経営支援アドバイザー、
（財）海外貿易開発協会　発展途上国派遣専門家（ＩＴ､経営）

製造業、建設業、サービス業の管理および生産現場業務改善
指導／
上記の情報化支援、情報システム設計／
ＩＳＯ９００１，１４００１，２７００１等の導入指導

    

概要：ビジネス研修／経営コンサルティング／マーケティングリサーチ、
資格：中小企業診断士／情報処理技術者（ソフト開発）／２級販売士

ビジネス展開相談／環境整備支援／事後フォロー    

現場主義のこまめな支援が特徴です。
中小企業診断士として国家登録のコンサルティング活動を行うとともに大学の教壇でマーケティン
グリサーチやコンピュータプログラムを講義する情報分析の専門家です。
経営に関する悩みをご相談下さい。

オフィス、店舗の不動産仲介業／ファシリティマネジメント事業 九州各県のオフィス情報    
九州各県のオフィスデータを下に不動産仲介業を行っております。豊富な情報量と誠実かつ迅速な
行動により、企業様のオフィス戦略をサポートいたします。

文部科学省認定実用英語技能検定2級／国際連合公用語英語検定B級／TOEIC 公開スコア765／
TOEIC IP 740

日本語→英語または英語→日本語の通訳 英語圏諸国 英語 日給2万～
高校・大学で7年英語を専攻し、高校でアメリカへ1年留学。大学で通訳法を2年勉強し、大学時代に
青森で開催された青森冬季アジア競技大会で競技通訳を経験しております。通訳としては経験は
浅いですが、少しでも力になればと思っております。

米国税理士（Enrolled Agnets)／米国・日本進出サポート業務／米国税務申告業務／翻訳業務 コンサルティング業務／米国税務申告業務／翻訳業務 米国 英語・日本語 それぞれの事例による。

ようこそ、Office T.Professionalへ。当事務所は、福岡を拠点に細やかなワンストップサービスを提
供し、お客様の海外進出を支援するグローバルコンサルティングサービスをご提供いたします。経
営のパートナーとして、お客様のために日々努力してまいります。
Welcome to Office T.Professional.
Office T.Professional, located in Fukuoka, provides comprehensive and detailed services for
companies interested in entering global markets.
We are a full-service provider, meeting all of the business administrative needs of our clients.

厚生大臣許可／
一般労働者派遣業、
有料職業紹介事業

フィリピン日系人の総合人材サービス     

・中小企業支援
・オフショア開発
・人材派遣
・ホームページの構築・移行・運営支援

１、既存の中国語ホームページの中国現地のＩＤＣへの移行・運
営代行。
２、新たな中国語ホームページの構築・中国現地での運営代
行。３、中国国内の代表的なサーチエンジンへの登録代行。

 ４、サイトの内容更新代行・サイト運営サポート。５、中国中小企
業情報網への登録代行。

中国、日本、台湾、香港 中国語、日本語
大部分の作業は中国現
地で行いますので、安価
にご提供可能です。

中国ビジネス拡大のため、中国語版ホームページの構築・移行・運営を日本フーロンにお任せくだ
さい。２００１年から６年にわたるサイト構築・運営経験を活かし、日本フーロン、北京フーロンがお客
様をサポートし、より安く、安心のサービスをご提供します。

総合人材サービス業／

人材派遣業（般）40-120012、
有料職業紹介事業　40-ユ-120008

技術者・ホワイトカラー系人材サービス、生産系人材サービス、
教育研修サービス、ものづくりレベル向上、改善のためのコンサ
ルタント

中国、ベトナム　他
中国語、ベトナム
語、英語　他

要相談

ものづくりとひとづくりをサポートする人材育成型の人材サポート会社です。
人材育成を通じ、ものづくり産業に貢献できる人材サービス会社を目指しています。
人材の発掘、育成に取り組み「人を大切に、仲間を大切に」をかけ声に、再チャレンジできる環境づ
くりに力を入れています。

代表：　奥田昇（外務省、法務省、入国管理局ＯＢ、行政書士）／
主席：　島嵜義則（福岡県警ＯＢ、行政書士）／
事務局：　長谷阪昇次（法律学修士、行政書士）

外国人の入国・在留手続きのコンサルティング／九州で活躍す
る企業の法務面でのコンサルティング／九州で事業を検討して
いる国内外の企業の設立、不動産取得に関するコンサルティン
グ／国際交流への貢献

   
アジアとのビジネスを展開される福岡の企業の国際法務を
サポートします。

不動産（オフィス・店舗）の賃貸仲介、売買仲介（信託受益権含む）、管理（プロパティマネジメント）、
資産管理（アセットマネジメント）

不動産情報の提供（賃貸、売買）、エリアマーケティング、オフィ
ス新設準備に関わる各業者のご紹介

 English,　French  
English、French対応可能です。
事務所探しだけでなく、開設にあたり様々なサポートが可能です。
福岡で創業40年の「大井不動産」（グループ会社）で、住居に関してもお手伝い可能です。

貿易保険業務。
企業が行う輸出入、海外投資あるいは融資といった対外取引に
伴うリスクをカバーする保険の提供。

全世界（引受を停止している国を
除く。）

日本語、英語
対外取引の相手国、相
手先および保険期間等
により設定。

みなさまの会社では、貿易取引や海外投資・貸付を行われる場合、「輸出代金や貸付金の回収が
不安だ」などのリスクを感じられたことはありませんか？グローバルな経済活動が日常化するなか、
国際取引に伴って発生するこうしたリスクをいかにコントロールするかが、企業収益そのものに大き
な影響を及ぼすと言われています。貿易保険はこうした国際取引に伴うリスクをカバーするツールと
して政府（経済産業省）のバックアップの下に運営する保険です。

インド進出サポート、市場開拓、代理店調査等インド・ビジネス支援を行っています。またインド、ネ
パールでのソフトウェアのオフショア開発、エンジニアリング業務の受託も行っています。

御社のインド進出、市場開拓等、インド・ビジネスをサポートいた
します。
またパキスタン、ネパール、バングラディッシュや中東に関する
サポートも可能です。どうぞご連絡ください。

インド、ネパール、パキスタン、バ
ングラディッシュ等

日本語、英語
業務内容により、打ち合
わせさせていただきま
す。

インドはBRIC'ｓの一国として、経済発展が著しく、またインド人は親日的です。
　また人口も中国を抜き、世界一になる事が予想されています。
　インドは拡大する中産階級や、購買力を活用し、市場として、仕入先として、またアウトソース（事
業委託）先として、大変有望な国です。
　当社ではインドのパートナーとともに、インド市場への進出、開拓のお手伝いをさせていただきま
す。
　ぜひインドビジネス、インドとの取引をお考えください。
　詳しくは当社ウェブサイト（http://www.indjpn.com/)の、メール、またはお問い合わせフォームより
ご連絡ください。

１.企業間の提携及び合併に関する仲介、コンサルティング業
２．海外視察、研修などの催しの企画、開発に関する輸出入・販　　売並びにそれらの代行
３．中国市場調査・企業調査
４．会議、商談、観光等の翻・通訳
５．外国語の個人・グループレッスン
６．ＨＰ作成

翻・通訳等の人材派遣
中国実務代行
貿易情報

中国、香港、韓国
中国語、韓国語、
英語

一般分野、専門分野に
よって異なります。要相
談。

現在、中国の市場は様々様々な企業にとって大きなビジネスチャンスの場となっています。中国に
進出する際、 も重要なのは現地の状況や実践把握です。私達はお客様中心のビジネスを実践
し、グローバル化を推進し、質を 重要に考えて社会の進歩と繁栄に貢献していきます。

日本国内・海外事業向け保険・リスク管理業務 日本国内・海外事業向け保険・リスク管理業務 日本および全世界 英語・日本語  
日本および海外で事業展開される企業へ人・物・サービス・債権に関わるあらゆる保険の提供とリ
スクコンサルティングを行います

■人事採用支援（人材サーチ/ヘッドハンティング、人材紹介、人材派遣）■経営コンサルティング■
会計・税務相談（資格：公認会計士、税理士、社会保険労務士）

人材確保支援 日本 日本語
成功報酬（年収30％相当
額）

経営管理体制の構築、強化を「人材紹介」を通してサポート致します。
役員クラス、事業責任者クラス～若手幹部候補まで対応。
経営企画・経理財務・人事総務・株式公開（IPO）業務・IR広報等の管理部門の各職種実務経験者、
事業推進、営業強化、製造・生産管理、物流インフラ構築などのコア人材と、有能な即戦力が期待
できる人材確保に取り組みます。



No. 1(a)

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

40
NKコンサルティング（青色申告個人
事業）

41 株式会社チャイナウェイ

42 明旭科技有限公司

43 ヒューマンリソシア株式会社

44 アラヤ株式会社

45 日本リージャス株式会社

46
生態環境資源再生有限責任事業
組合

47 福岡アパートメンツ株式会社

48 人材開発グループ

49
アイオンプランニングセンター株式
会社

50 Ohori Capital Pty. Ltd.

51 株式会社アイディーユー

53 株式会社モールキット

55 行政書士ウィル法務事務所

56 スカイショップ

57 博多駅前法律事務所

10 11 12 13 14 15

事業概要・資格 提供可能なサービス 対応可能国・地域 対応可能言語 料金など PR

事業：翻訳事業、外国企業との各種交渉サポート（含むコンサル・アドバイス）

資格：英語検定１級

日英翻訳
技術説明・交渉の通訳/議事録作成

英語圏 英語  

若い時に米国MIT大学院へ留学し、マスター（修士）学位取得。帰国後、大手製鉄会社の海外技術
協力事業に関与し、欧米製鉄会社への技術供与契約交渉および実行を担当。
大手製鉄会社を早期退職し、米国シリコンバレーにおいてベンチャー企業の代表副社長として設立
に関与するともにイスラエル子会社の取締役として経営に関与。
以上の経験を通じてビジネス英語の豊富な知識を身に付けている

事業概要：
（１）中国市場における調査事業
（２）中国市場コンサルティング事業
（３）中国におけるアウトバウンド専門コールセンター事業
（４）中国でのセミナー、展示会の運営、及び来場者誘致事業
（５）中国語のWEBサイト制作事業

保有資格：
中国全土渉外調査許可書
中国ICPライセンス

サービス：
（１）グランドデザイン
　・ビジネスモデル策定
　・市場参入データ・マネジメント
（２）テクノロジー・マーケット
　・技術製品の市場参入検討
　・マーケットアクセス
（３）マーケット開拓
　・ビジネスセミナー運用サービス
　・潜在顧客開拓サービス
（４）営業支援
　・営業開拓
　・アウトソーシング
分野：
（１）新材料、新エネルギー
　・太陽電池、燃料電池
　・グリーン照明、LED
（２）インフラ
　・通信、NGN、3G
　・放送と通信融合
　・医療インフラ
　・交通インフラ
（３）安心・安全
　・RFID、ICカード、
　・セキュリティ、生産・流通の高付加価値
（４）環境、省エネ
　・汚水処理、環境保護
　・リサイクル、循環型社会

中国（全土）
日本語、中国語、
英語

要相談（お打ち合わせは
無料）

日本と中国の多くの企業はいかにビジネス連携し、双方の発展を実現できるかという問題に直面し
ています。
 　この問題を解決するため、日本－中国間でのビジネス計画策定、ビジネス実行、マーケット開拓
の専門サポート機構『CHINA WAY』が誕生しました。

   『CHINA WAY』は中国市場参入への近道であり、架け橋となります。

調査実績：
・コンテンツビジネス in 中国
　http://www.china-way.co.jp/news/news/25/
・JETRO　中国におけるＲ＆Ｄと知財保護の現状報告書
　http://www.jetro-pkip.org/upload_file/2007062658577237.pdf
・JETRO　中関村ハイテク企業の知財管理及び知財戦略調査報告書
　http://www.jetro-pkip.org/upload_file/2008053080798873.pdf
・情報通信分野における中国市場、企業動向報告書
　http://www.china-way.co.jp/news/news/26/
・中国版RoHS（電子情報製品による汚染防止管理法）概要
　http://www.china-way.co.jp/news/news/27/

技術開発 技術の販売 全ての国及び、地域
英語、日本語、中
国語

 

弊社は台湾で充電器の研究開発をしているグループです。
弊社が多額の研究費用と８年の歳月を費やして開発された技術は、今まで不可能とされていた一
次電池(使い捨て電池)の充電を可能にしました。速くて安全、尚且つ正確に充電できる技術は環境
保護が叫ばれている現代において、必要不可欠であると認識しております。
返信用のメールアドレスを頂けましたら、弊社の紹介カタログと充電テストの結果を添付して送付致
します。

JASDAQ 2415, プライバシー　A 860468(01),人材派遣（般）13-080176,職業紹介40-有-010127 人材関連サービス ベトナム、インド、フィリピン、中国
ベトナム、インド、
フィリピン、中国

 
(人材関連事業) 一般労働者派遣、有料職業紹介、特定労働者派遣、アウトソーシング 、国際人材
コンサルティング、経営コンサルティング 。また、海外（ベトナム、インド、中国、フィリピン）などから
技術系の人材を採用し、教育をしてから日本国内の企業様に提案をさせて頂いております。

取扱説明書、パンフレット・カタログ等印刷物、プレゼン資料、ホームページ、映像などの企画・制作・
翻訳、各種ドキュメント、ソフトウェア、ヘルプファイルなどのローカライズ

世界40か国以上の言語の翻訳に対応 日本、中国、香港、ドイツ
英語をはじめとし
た世界40か国以
上もの言語

応相談

アラヤ福岡は、九州エリアのお客様への窓口として、2008年12月に開設しました。アラヤの東京や
大阪、海外拠点とも連携し、電子機器や家電の取扱説明書などの企画から制作、翻訳、印刷まで、
現地スタッフがきめ細かくご対応させていただきます。オフィスは、ＪＲ博多駅から徒歩10分という便
利な場所にございます。ぜひお立ち寄りください。

レンタルオフィス、レンタル会議室業
レンタルオフィスとそれに付随するビジネスサポート全般のサー
ビス

    

中国との環境関連等を含め交流・交易 環境関連機材・省エネ商材等中国政府系に斡旋・紹介
中国・台湾・・・上海・天津浜海新
区

   

主に外国人のお客様への住宅の賃貸・売買の仲介業、オフィスレンタルの仲介業
内覧の際の送迎・英訳の入居申込書、契約書等の提供・家具の
レンタル・ハウスクリーニングサービス

世界各地、日本各地
英語、中国語、日
本語

賃貸の場合、家賃の1ヶ
月分を上限とした仲介手
数料を頂きます。

福岡全域20,000件以上の物件からお客様のニーズに合った物件をご紹介します。
マンスリー、ウィークリー物件もお問い合わせ下さい。

Freelance Business support in to and out of Fukuoka Global
English and
Japanese

 

We are a group of locally engaged individuals with experience in a variety of fields including
education, electronics and diplomatic services. We maintain a wide network of support staff to
provide the highest service.

We provide business discussion forums for your staff, tailor made to suit your needs. We also
provide business support services out of and in to the Fukuoka region.

内装・広告・施設管理
特定労働者派遣・その他事業サービス

店舗の出店に係る
企画開発／制作施工／運営管理／広告
施設管理／その他サービス

 日本語   

主に中小企業様向けコンサルティング。
ビジネスパートナー探し、マーケティング、セールスサポート、 プ
ロジェクトマネージメント、ビジネスプラニングなど。

オセアニア、日本 英語、日本語  

当社はオーストラリア及び日本の中小企業向けのコンサルティングおよび投資を行っております。
オーストラリア／日本におけるテレコム業界での長年にわたる経験や知識、コネクションを生かし、
ビジネスパートナー探し、プロジェクトマネージメント、マーケティング、セールスサポート、 ビジネス
プラニングなど、様々な分野に関するお手伝いをさせて頂いております。

全宅連公認のインターネット不動産オークション「マザーズオークション」を運営しています。
インターネット上でバーチャルに現地調査ができるサービス「ロ
ケーションビュー」をご紹介いたします。

博多、北九州を始め、全国４２エ
リアに対応しています。

日本語
月額料金１万円のサービ
スです。

福岡、北九州への進出の際、事前に現地を確認できます。計測も可能です。

ロケーションビュー
http://www.locaview.net/

メディア掲載事例
http://www.locaview.net/media.html

走行デモ（動画機能のみ。福岡、北九州を走行できます。）
http://www.abiru.com/lvapi_fukuoka.html
http://www.abiru.com/lvapi_kitakyushu.html

１、EC サイトの構築・運用
２、デジタルサイネージの販売・運用
３、映像コンテンツ制作
４、ウェブアプリケーション、ウェブサービスの開発・運用
５、コールセンター、ヘルプデスク、カスタマーサポート業務代行
６、データ入力、リサーチ、サイト監視、デバッグ業務代行
７、データセンター運用、ネットワーク／サーバ機器監視

日本企業への電話営業代行業務(商談・協業提案等) 中国、インド、アメリカ等 英語 ＄1500～
海外企業の日本進出前に、日本企業へ商談・協業などの提案を代行し、言葉の壁を越えられるよう
サポート致します。
様々なオプションをご用意しておりますので、是非一度ご相談ください。

行政書士業及びデザイン業務

当事務所では、深酒・風俗営業等の「許認可申請」や「法人設
立」、国際結婚や日本で活動される外国人のための「在留資格
申請」、離婚・相続問題などお客様の私生活上のトラブル・お悩
み・お困り事等に対する「民事法務」を取り扱っております。

   

当事務所は、全スタッフ20代の元気と勢いあふれる行政書士事務所です。開業以来、その若さとエ
ネルギーに満ち溢れた事務所として多くのお客様よりご厚誼を賜っています。
当事務所では、深酒・風俗営業等の「許認可申請」や「法人設立」、国際結婚や日本で活動される
外国人のための「在留資格申請」、離婚・相続問題などお客様の私生活上のトラブル・お悩み・お困
り事等に対する「民事法務」を取り扱っております。

中国よりあらゆる物の輸入販売 通訳・中国人旅行者案内・中国企業支援 中国 中国  

パワーストーン「スカイショップ」は、早良区西新の店舗を中心に通販にて
他にはない、ビーズ彫刻を使用した遊び心溢れる天然石・パワーストーンブレスレットの専門店で
す。
西新店舗では、生産工場より直仕入れの欧米ブランドベビー服を販売中!
世界の工場中国の仕入れもお任せ下さい。
当店には、日中両文化を熟知した、仕入れのスペシャリストがいます!

弁護士業務(在籍弁護士5名)

アジアビジネスの法的サポート全般、貿易実務、国際取引、事
業再生、企業法務、金融法務、知的財産、税務、不動産取引、
人事・労務関連、消費者問題、家事事件、交通事故、民事保全
等

日本、中国、韓国、英語圏
日本語、中国語、
英語

弊所ホームページをご参
照ください。

当事務所は、これまでに中国・台湾貿易をはじめとする貿易実務に深く関与してきた実績がありま
す。特に、中国・台湾の弁護士との交流を通じて、現地の法律事務所とも密接な関係を築き上げて
おり、 新の現地の事情に即した法的サポート業務を行っております。 中国、韓国の法律事務所と
提携しつつ、日本経済の発展に寄与する所存です。



No. 1(a)

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

61 松岡公認会計士事務所

62 グローバル株式会社

63 ACMプランナーズ株式会社

64 タカギエージェンシー

65
有限会社アジアビジネスコンサルタ
ント

66 監査法人トーマツ福岡事務所

67 株式会社Ｋａｎ-Ｚ（カンジ）

68 ユニティ・ソフト株式会社

69 オフィスバンク株式会社

70 中国正信実業有限公司

72 山田税務会計事務所

73 吉澤　尚

74 浅井公認会計士・税理士事務所

75 鎌田　裕文

77 エクスペリアンジャパン株式会社

79
株式会社　チシマビジネスコーポ
レーション

80 Experian Japan K.K.

81 扶桑管理株式会社

82 みね行政書士事務所

10 11 12 13 14 15

事業概要・資格 提供可能なサービス 対応可能国・地域 対応可能言語 料金など PR

松岡公認会計士事務所は、福岡市近郊を中心に中小企業から大企業の税務会計をメインに、プロ
フェッショナル集団として所員一同お客様のサポートを全力でさせて頂いております。
また、代表の松岡は公認会計士・税理士の資格を有しており、かつ現在福岡大学の非常勤講師も務
めております。税務会計はもとより会計監査、コンサルティングまでお客様の幅色いニーズにお応え
できるノウハウを有しております。

記帳代行、決算書・申告書等作成、各種届出書等作成、労保・
社保業務、助成金申請相談業務、給与計算、確定申告、財産評
価、相続・事業承継、各種生命保険、各種節税対策、会計監
査、M&Aなど。
提携の社会保険労務士・弁護士・司法書士との協力バックアッ
プ体制の構築。

日本 日本語

基本料金は月額顧問料
30,000円からですが、業
務内容によりご相談頂け
ます。

松岡公認会計士事務所では、税理士業務を始めとして、記帳代行や監査などの公認会計士業務
からコンサルティング業務まで、幅広いフィールドで活躍しています。
提携の国際司法書士とのバックアップ体制により入国審査関係の手続きも当所にてご相談頂けま
す。

1.貿易コンサル（中国）  2.経営コンサル  3.輸出事業  4.輸入事業
中国へ輸出コンサル、中国からの輸入コンサルティング、中国
へ進出などのサポート／日本の投資環境、日本へ進出支援な
ど

中国 中国語 協議の上
中国、アジアに市場を絞り、輸出・輸入・貿易及び経営コンサルティング業務を行っております。
弊社は、このような状況に対応し、確実なサポート体制を整えて参りました。

事業用不動産（投資用、オフィス・店舗等）の仲介、コンサルティング。宅地建物取引業、建築士事務
所、建設業。

オフィス・店舗の仲介（物件探し、契約交渉・締結）、マーケティン
グ調査、投資・有効活用コンサルティング、事業プラン策定コン
サルティング

   
企業の事業発展を事務所・店舗の側面からサポートします。福岡市内のオフィス・店舗の物件探
し、契約交渉・締結、マーケティング調査、出店・移転サービス、不動産有効活用コンサルティング、
不動産投資コンサルティングなど、幅広い分野で専門的なサービスをご提供します。

【事業内容】
韓国語通訳・韓国語翻訳・韓国語講師・日韓/韓日ビジネスサポート・貿易業・高度管理医療機器販
売業

【資格・免許・受講研修・認定】
韓国政府「文化体育観光部長官認定」韓国語教員資格取得
財団法人 北九州貿易協会主催 貿易実務講座修了
厚生労働省認定・医療機器販売及び賃貸管理者資格取得
厚生労働省許可・高度管理医療機器販売及び賃貸業許可取得
北九州商工会議所 アドバイザー(海運・港湾・貿易部会)認定・登録
北九州市入札指名業者(通訳・翻訳業)認定・登録

韓国語通訳、韓国語翻訳、韓国語講義、韓国関連ビジネスにお
ける日韓企業間の折衝事、日韓/韓日ビジネスサポート・貿易関
連、ホテルマーケティング、営業マネージメント及びブライダル関
連、医療機器関連 等

韓国(全国)及び日本(全国)
韓国語（ネイティブ
スピーカーレベル）

内容によって相談の上決
定

在韓日本人として韓国のソウルに17年間在住した事で得たものと合わせて、ホテル業界のマーケ
ティングや営業経験も持って居り、現在も韓国との取引を中心とする業務に従事して居ると共に、約
8年間福岡の航空&ホテル専門学校の韓国語講師として教壇にも立ち、航空会社・ホテルの面接試
験対策及び接客の為の韓国語教育等を行なった経験も持って居ります。これまでのあらゆる経験
を生かし、特に韓国関連の業務であれば、必ずお役に立てる事と確信して居ります。日韓/韓日ビ
ジネスサポートを始めとし、貿易関連、韓国語通訳、韓国語翻訳、韓国語講義、ホテルマーケティン
グ、営業マネージメント、医療機器関連など、色んな分野にわたって、いずれの業務にも自信を持っ
て取り組む事が出来ると思います。

海外投資や貿易、技術移転、人材交流等に関する調査研究（シンクタンク）業務及びコンサルテー
ション、海外ミッション、各種セミナー・講演会の企画・実施等

調査研究、ビジネスマッチング、フィジビリティスタディ、契約成
立までのサポート、事業運営のサポート等

中国、韓国、台湾、ASEAN（フィリ
ピン、マレーシア、シンガポール、
タイ、ベトナム等）

中国語、英語
応相談（2回目までは無
料）

企業の海外ビジネスニーズ・シーズに応じ、海外企業の紹介・引き合わせから成約、海外進出等に
おける事業化のアフターフォローまで、一貫したサポートを行います。
また、アジアビジネスに係る調査研究を行っており、中国等における市場調査から得られたノウハ
ウを還元いたします。
アジアビジネス人材・技術人材の活用・育成に関するサポートも行っております。

監査法人
公認会計士143名(2010/12現在)

M＆Aアドバイザリーサービス(M&A Advisory Services)
株式公開支援(IPO)
会計監査(Audit)

アジアのすべての国・地域（All
Asia)

英語/中国語/日
本語
(English/Chinese/
Japanese)

20,000円/時間くらい
(JPY20,000 per hour)

海外から日本への投資に係る多種多様なニーズに対応するため、弊所はアジア、アメリカ、ヨー
ロッパの駐在経験者８名を擁し、３名の駐在員を中国、ヨーロッパに派遣しております。また近年、
アジア（中国）からの投資サポートチームを立ち上げました。「在日外国人に信頼される相談役」を
目指して、ビジネスコンサルティングやM＆Aアドバイザリーサービスに積極的に取り組んでおりま
す。

飲食コンサルティング（メニュー提案、商品開発、健康セミナー）

フードビジネス支援サービス
a.メニュー、商品開発、カロリー計算）
b.（食品、健康食品の輸入サポート）
c.（広告プロモーション、健康セミナー）

全て 英語、日本語  
日本の食品分野の規制は、複雑で変更が多いため、輸入には専門的な知識が必要です。 弊社で
は、食品の輸入、健康食品を輸入、販売する際に関る法律を熟知した専門家がおりますので、日本
での輸入・販売のサポートをさせていただきます。

１．コンピュータシステムの導入コンサルティング
　　開発、導入
２．中国　システムエンジニア派遣

・コンピュータシステムの導入コンサルティング、開発、導入
・中国人 システムエンジニア派遣（日本国内、中国国内）
・日本国内企業で、中国に進出したい方へのサポートも致しま
す。

日本、中国
日本語、中国語、
英語

要望に応じて相談

私たちは中国山東省の威海市に合弁会社を設立した
九州地場のソフトウェア開発会社です。

システムの導入の相談から運用のサポート
また、エンジニアの派遣、中国へ進出したい方の
サポートも行います。
とてもオープンな会社、人材が揃っていますので、
ご気軽にご連絡ください。

ビル事業部:オフィスビル賃貸仲介　　　 　流通事業部:倉庫・工場賃貸仲介
店舗事業部:ショールーム・店舗賃貸仲介　法人売買事業部:土地建物売買仲介

50,000物件の資料の中からコンピューター検索により、ニーズに
あった不動産情報を迅速に提供致します。

九州各県のオフィスビル情報  

物件によって異なります
が、家賃等に関しては、
どんどんスタッフにご相
談下さい。

福岡市のオフィスビル 博多区エリア・中央区エリア99%物件シェア率!!
実績と信頼に基づき、専門のエキスパートが 適な物件をご提案いたします。

冷凍食品の製造、販売、輸出会社です。
技術開発と品質管理も完璧する。

食肉加工品(合鴨シリーズ、豚とんかつ、豚バラ串、ソーセー
ジーなど、焼き鳥全般、鳥加熱加工品全般)の生産及び輸出販
売で活躍しています。

日本全国、中国国内。
日本語、英語、中
国語

  

税理士事務所
ビジネスコンサルティング、マーケティング、海外を活用した資産
運用サポート

香港、中国、シンガポール、その
他東南アジア

日本事務所=日本
語　香港事務所=
英語、北京語、広
東語、日本語

ケースにより異なります。

香港の商社企業と提携し、アジアビジネス全般を支援していきます。
実際のアジアでの開発は香港の提携会社が行いますが、福岡にて税理士事務所として企業の支
援をしていきたいと思い、アジア支援に着手しました。
アジアへ進出のお手伝いのみならず、その後の会計、税務支援も行っていきたいと思っておりま
す。

上場企業のみならず、これからの時代を目指すベンチャーの支援にも経験を有しております。弁護士
資格のみならず、弁理士、知的財産管理技能士、ビジネス著作権検定上級、個人情報保護士、企業
情報管理士、情報処理技術者資格も保有し、コンテンツビジネス及びシステムに関する技術の両面
から企業を支援することが可能です。

知財戦略の策定、知的財産侵害対応、共同研究契約、秘密保
持契約、各種ライセンス契約、ソフトウェア開発、Saas・ASP契
約、クラウドコンピューティング契約、個人情報漏洩対策を含む
情報リスクマネジメント、デジタルコンテンツの権利の確保、キャ
ラクタービジネスと権利保護、コンテンツビジネスへの投資家と
の連携等、システムインテグレータへの支援、製造業の支援、
企業不祥事対応及び危機管理体制整備、株式上場支援、
M&A、事業承継、事業再生

米国、韓国 日本語、英語
タイムチャージ制を原則
と致しますが案件に応じ
て相談可。

当事務所では、経産省の電子商取引及び情報財取引に関する準則、情報大航海プロジェクトなど
の委員を歴任した弁護士が所属しております。また、法とコンピュータ学会、デジタルコンテンツ協
会、著作権法学会などにも所属し、日々 新の情報の取得をできるインフラを整備しております。ま
た、近時は海外の法律事務所とも連携をはじめ国際法務にも対応を開始しており、国際対応は今
後さらに拡大していきます。

会計・税務コンサル他
企業設立の相談、設立後の会計・税務コンサル、記帳代行、税
務申告作成、
各種業界との仲介

    

英語･日本語の通訳･翻訳業務の提供／コミュニケーション教育の提供／ビジネス英語教育の提供

英日・日英の実務翻訳全般／学術文献、出版物の翻訳提供／
英日・日英の商談、視察、会議、講演、随行等の通訳業務／異
文化間コミュニケーション研修（ディベート・交渉等）／英語ビジ
ネススキル研修（プレゼン・ライティング等）

日本語・英語で対応可能な国全
て

英語･日本語
業種と要望に応じご相談
させて頂きます。

当研究会は、日本語・英語の通訳・翻訳のビジネスの提供のみならず、国際交流等につながるコ
ミュニケーション教育【プレゼンテーション・異文化交渉、ディベート等】の提供を民間企業や自治体
向けに10年以上に渡り行なっております。更に同業務や教育プログラムの教育効果を九州大学言
語文化研究院等との提携で常に調査・検証し内容の向上を図っております。我々は、今後とも一層
の努力で社会に貢献していきたいと考えております。

・海外企業信用調査情報、海外市場調査情報の提供
・個人信用情報機関向けソフトウェアソリューションの提供、構築
・金融機関向け与信戦略管理ソリューションの提供、構築
・マーケティングソリューションの提供、構築
・上記についてのコンサルティングサービスの提供、導入支援、業務分析

・海外及び日本企業の信用調査レポート、企業プロファイルの提
供
・海外企業リストアップサービス(活用事例:代理店候補先や販売
候補先の選定、競合他社状況の確認など)
・海外市場調査
・その他海外企業情報に関する各種付帯サービス

アジアをはじめとする全世界 日本語・英語

￥20,000/1件(各国標準
版、税抜)。※月次精算
制。初期費用や固定費
は一切不要、スポットで
もご利用も可能です。

年会費や事前のチケット・ポイント購入などは一切不要。1件単位からご利用でき、詳細な情報を安
価に入手することが可能です。中国・韓国・台湾については翻訳の追加料金なしで 初から日本語
のレポートをお届けします。お急ぎの場合には、新規調査時でも 短2～3営業日での納品も可能
です。その他御社のニーズに沿った多彩なラインナップをご用意しております。是非一度お問い合
わせ下さい。

宅地建物取引業 事務所，倉庫，駐車場，住宅等の賃貸等の斡旋    
福岡市内及び周辺地域の物件からお客様のニーズに合った物件をご紹介します。
お気軽にご相談ください。

・Providing business credit information and conducting market research
・Providing software solutions to credit bureaus 
・Providing credit management solutions to financial institutions
・Providing marketing solutions
・Related services to the above

・Providing business credit report / profile on Japanese & non-
Japanese companies
・Providing marketing lists (e.g. sales target list, potential sales
agents list etc)
・Market research
・Related services to the above

entire world English, Japanese

5,250 ～ (per company,
Japan company profile),
and more products
available

Experian provides various kinds of Japan business information. Visit and check our website, and
enjoy Experian's high quality reports. If any question, please feel free to contact us at anytime.

不動産全般(建物管理・賃貸仲介・売買仲介・不動産コンサルティング)

・住居、オフィスの建物管理
・住居、オフィスの賃貸仲介管理
・売買仲介
・不動産コンサルティング(空室改善提案・新築企画提案)

   

建物管(賃貸住宅・オフィスビル等)を基盤に、売買・賃貸仲介から建物メンテナンス業務まで経験豊
富なスタッフが総合的なサポートを行います。また、これまでの実績とノウハウを生かし、土地活用
についてのコンサルティングから、新築企画・空室改善まで幅広い提案業務を行い、地域に根付い
た不動産会社として、身近で役に立つ会社をめざしていまず。

行政書士事務所（申請取次行政書士） 在留資格申請、会社設立、各種許認可申請、帰化申請 全世界 英語 ５万円～
日本で働きたい。日本で会社を設立したい。外国人を雇いたい。でも、手続きをどうしたらよいのか
わからないという方は当事務所にご相談下さい。English is available.



No. 1(a)

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

83

85
シーサイドリアルエステート株式会
社

86 篠原公認会計士事務所グループ

IT企画

10 11 12 13 14 15

事業概要・資格 提供可能なサービス 対応可能国・地域 対応可能言語 料金など PR

（不動産売買）土地・一戸建・中古マンションやビルの事業用収益物件の仲介及び買取。（賃貸仲介）
法人向け借り上げ、個人向けワンルームからファミリータイプ物件の仲介。（分譲マンション・一戸建
賃貸管理）転勤などで家を空けられる方の期限付き定期借家契約、はっきりとした期限を定めない普
通借家契約、賃貸期間中の物件の管理と集金業務。（デザイナーズマンション・デザイナーズハウス
のプロデュース）土地の有効活用の為に個性的でスタイリッシュな物件の企画提案、自宅の建て替え
などのご提案、非常に狭い土地や広い土地でもハイセンスな建物のご提案。（リフォーム＆リノベー
ション）老朽化したマンションやビルの個性を引き出しデザイン性に優れた魅力的な物件に再生

不動産売買・賃貸仲介・分譲マンション、一戸建賃貸管理・デザ
イナーズマンション・デザイナーズハウスのプロディユース、リ
フォーム＆リノベーション事業

英語圏 英語  

福岡県,福岡市の中古マンション・分譲賃貸・戸建など不動産の売却・賃貸・売買ならお任せくださ
い。
福岡県,福岡市の中古物件・高級物件専門店。不動産査定,買取も致します。
http://www.seaside.ne.jpまたは
http://www.seaside-jp.com/へアクセスください。

創業　　:　1957年、篠原公認会計士事務所設立

事業概要:　会計・税務・経営支援・監査・コンサルティング

資格者(平成24年7月現在)
・公認会計士　4名
・公認会計士試験合格者　1名
・税理士　8名
・税理士有資格者　2名
・社会保険労務士　2名(うち特定社会保険労務士　1名)
・司法書士　1名(うち認定司法書士　1名)
・中小企業診断士　1名
・二級建築士　1名

・篠原公認会計士事務所:会計監査
・篠原・植田税理士法人:会計税務相談、税務申告、経営管理支
援、経理アウトソーシング
・篠原アソシエイツ株式会社:法人設立、財務戦略、組織再編、
事業承継、労務相談、労務手続
・株式会社財産ネットワークス福岡:不動産活用コンサルティング
・SAトラスト株式会社:資産運用コンサルティング

日本 日本語  

私たち篠原公認会計士事務所グループでは、経営支援、資産コンサルティング、会計、税務、監査
の各業務について、それぞれ専門特化したメンバーが連携し、プロフェッションとしてのリーダーシッ
プとお客様との信頼関係に基づくパートナーシップを、これまで培ってきた実績とノウハウに裏付け
られたグループ総合力により発揮し、トータル&ワンストップのソリューションの提案を実践しており
ます。

   

40年以上のIT分野での活動経験、東芝および独立後の幅広い人脈をベースに、産官学の活動を
支援致します。
これまでの活動実績、現時点の活動内容の詳細については、下記のURLをご覧ください。
http://www.advanced-it.co.jp/page03_keireki.html

<お客様の事業企画・システム企画フェーズの調査活動をご支
援いたします>
*要素技術・応用技術に関する現状調査・分析、将来動向調査・
分析
暗号技術・認証技術やバイオメトリクス技術・機器認証技術・個
人情報保護技術等、情報技術・情報セキュリティ技術その応用
技術に関する現状・動向の調査・分析を、お客様のご希望の視
点にて実施させていただきます。　 
*関連技術の製品・システム・サービスへの応用に関する現状調
査・分析、将来動向調査・分析
例えば、バイオメトリクス技術の各種携帯機器への応用や、電
子透かし技術の情報配信サービスへの応用など、お客様が目
指される事業における 新技術の応用に関する現状調査・動向
分析を実施させていただきます。
*関連技術の応用市場(製品・システム・サービス)に関する現状
調査・分析、将来動向調査・分析
お客様が目指される当該情報技術・情報セキュリティ技術応用
市場の、現状調査・分析、将来動向調査・分析を実施させてい
ただきます。

<お客様の研究・開発活動をご支援いたします>
*開発対象の調査・分析、アーキテクチャおよび開発方式の検
討・提案
お客様の概略の要求仕様をうかがいながら、システム基本仕様
の検討・策定、システムアーキテクチャの検討・概要設計、開発
方式の検討・提案などを実施させていただきます。 
*開発システムで採用する技術、製品・システム・サービスの検
討・提案
情報技術および情報セキュリティ技術の 新情報、近未来の実
用化動向を把握しつつ、また先進的製品・システム・サービスを
把握しつつ、システム要件に 適の技術、製品・システム・サー
ビスを検討、提案させていただきます。 
*開発体制・パートナーの検討・提案
システム開発にて求められる技術・資質などを把握しながら、適
切なソフト開発部隊の検討・推奨などを実施させていただきま
す。また、必要に応じ、開発過程のレビュー・フォローをも実施さ
せていただきます。 

<お客様の具体的事業企画・推進および客先への提案活動をご
支援いたします>
*新規事業(製品・システム・サービス)の検討・提案
お客様の業態、希望される事業の方向性をうかがいながら、情
報技術・情報セキュリティ技術の斬新かつ高度な利用に基づく
新たな事業(製品・システム・サービス)を検討、提案させていた
だきます。 
*既事業(製品・システム・サービス)の高付加価値化(差別化)の
検討・提案
お客様の事業の状況、事業環境、市場動向などを踏まえ、情報
技術・情報セキュリティ技術の斬新かつ高度な利用に基づく事
業の高付加価値化を検討、提案させていただきます。 
*新規顧客向け提案の検討・提案
お客様が狙われる新規顧客の事業内容や、お客様の強み、こ
れまでの実績、事業戦略などをうかがい、情報技術・情報セキュ
リティ技術の斬新かつ高度な利用に基づく新規顧客への魅力あ
る提案やアプローチ策の検討・提案をさせていただきます。 
*既顧客向け新規提案の検討・提案
顧客の事業内容やこれまでの受託実績、事業の方向性などを、
またお客様の強み、事業戦略などをうかがい、情報技術・情報
セキュリティ技術の斬新かつ高度な利用に基づく顧客への魅力
ある新規テーマを提案させていただきます。 
*製品・システム・サービスの顧客獲得
お客様の製品・システム・サービスの強みを把握の上、豊富な
産官学のチャンネルを活用し、お客様の事業活動を直接支援さ
せていただきます。 

<お客様の国内外企業との提携・連携活動をご支援いたします>
*当該企業の技術・製品・システム・サービスの調査・分析
お客様が関心をもたれている国内外企業の、技術・製品・サー
ビスを調査・分析いたします。
*先進的な技術・製品・システム・サービスの調査・分析および提
案
お客様が関心をもたれている、技術・製品・サービスの調査・分
析を行い、お客様の意向に沿った、連携・提携先候補企業を提
案させていただきます。

(1)コンサルティング事業
　　　　　新規事業、既存事業展開に関する企画および実行支援
(2)人材育成事業
　　　　　情報技術、情報セキュリティ技術に関する講演・研修の企画・実行支援
(3)事業マッチング事業
　　　　　国内外の販売チャネル、パートナー探索に関する企画・実行支援
(4)海外進出支援事業
　　　　　現地協力企業の探索、現地法人設立・人材確保に関する企画・実行支援



No. 1(a)

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

87 株式会社レッドエックス

88 株式会社　J-PAYMENT

89 看公税理士法人 福岡事務所

90 宮川公認会計士・税理士事務所

91 WISTECH株式会社

92 サーブコープ福岡株式会社

94
日本郵便株式会社　九州広域国際
郵便営業センター

97 申請取次行政書士　北原　保幸

98 ハートランド九州

99 株式会社パソナテック

100 株式会社ザイマックスアクシス

101 木原税理士事務所

102 梅野行政書士法務事務所

103 バンコクのビジネス情報

104 コミュニコ

10 11 12 13 14 15

事業概要・資格 提供可能なサービス 対応可能国・地域 対応可能言語 料金など PR

日中韓英4ヶ国語の翻訳と多言語のITソリューションサービスを提供いたします。
日中韓英4ヶ国語の翻訳／多言語ウェブ制作・ソフトウェア受注
開発、海外向けの宣伝／日中ビジネスコンサルティング

中国
日本語、中国語、
英語、韓国語、

 
○多言語のソフトウェア制作に実績があります。○十年以上の翻訳実績を持っております。○クラ
イアントのニーズにご満足できるアイデアとサービスを提供しております。

ITを駆使した決済代行、貿易実務代行等々
国際間決済サービス、貿易実務代行、その他WEB海外進出支
援

全世界　(日本からの輸送可能地
域(一部西アフリカ等除く)

英語、中国語、  

弊社の海外事業部では海外向けにITを駆使した進出支援を行っております。
貿易実務の代行からWEBによる海外進出支援、並びに今後2012年12月リリース予定の国際間決
済をご用意しております。
海外進出をお考えの企業様は是非とも弊部までご連絡下さいませ。全力でサポートさせて戴きま
す。

強い人脈ネットワーク、充実したサービスの提供
日本の九州福岡進出を目指す中国企業様を応援サポートしている
国際知識豊富なコンサル会計事務所です。

福岡進出市場調査、福岡拠点設立支援、合弁企業設立支援、
法務支援、会計税務労務サービス

アメリカ，中国 英語  
・約6年間アメリカのニューヨークへ滞在し、そのうちの約3年間は会計事務所で勤務
・ネットワークもあり経験豊富

宮川公認会計士・税理士事務所は、海外事業展開を含めて事業経営の高度化を目指している企業
をサポートする公認会計士・税理士事務所です。
海外展開、事業経営に必要とされる会計・税務(税務相談、節税対策)、経営管理、資金調達、IT対応
といった視点から成長を後押しするアドバイスを行い、事業経営を前進させるサポートをお約束いた
します。

会計・税務、海外展開支援、英文会計、英文翻訳など    

宮川公認会計士・税理士事務所では、海外業務をはじめ、これまで数百を超える企業や経営者に
対して、会計・税務、財務、内部管理、法人化、IT活用、経営相談といった各種専門分野のサービス
を提供してきた経験、実績があります。これらの蓄積した専門的知見と厳選されたアプローチ手法
を駆使して、各種事業経営をサポートすることでクライアントに卓越した価値を提供いたします。

ハードウェア(PC・サーバ等)・ソフトの販売
情報システムの提案・構築・保守サービス。
日本マイクロソフト社の登録パートナー

クラウドを利用した複数拠点間・国際間の文書・情報の共有
サービス。
Webサイトのセキュリティ管理サービス。
ITシステムの構築・保守・管理サービス

日本・北米・アジア全域 日本語・英語 月額180,000円～

海外代理店や海外現地法人と日本本社間での情報・文書の共有システムをオンラインサービス(ク
ラウドサーバー)の形で提供しています。インターネットにアクセス可能な拠点間でしたら、ハードや
ソフトの購入をすることなくすぐに始められます。
また、 近増加している海外からのWebサイトへの不正アクセス・データの改ざんに対するセキュリ
ティサービスを提供しています。

サービス付きオフィス・レンタルオフィス・バーチャルオフィス
・サービス付きオフィス(24H,365日アクセス可能)バーチャルオ
フィス(電話秘書代行・貸し会議室・貸し住所)

世界各地・日本各地 日本語・英語  

一等地の住所で短期から長期でのサービス付きオフィスの提供。敷金・礼金不要で1ヶ月からのご
契約が可能!!すぐにビジネスを始めていただけるよう、オフィス家具・OA機器など完備で初期費用を
抑えながらホテルのような空間でお仕事をしていただけます。また10分間単位での会議室・秘書業
務の依頼もしていただけますので1人でも安心してビジネスに専念していただけます!!

万国郵便条約に基づく国際郵便業務(EMS、国際eパケット等)、国際貨物運送に関する国際物流業 国際郵便、国際物流事業、海外通販サポート　ほか     

申請取次行政書士(福)行02第61号
福岡県行政書士会会員
電子定款申請対応

入国管理局　各種VISA申請　「投資・経営」「企業内転勤」他
電子定款申請、日本法人設立、外国会社の日本支店
(BRANCH)設立
外為法に基づく報告書作成、各種営業許可申請

全地域 英・中  
外国人の方の入国・在留などの諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれますので、ご自
身での手続が困難とお感じになられましたら、申請取次行政書士である当事務所にご相談くださ
い。

日本初の店舗開発専門コンサルタントとして、流通業・サービス業・外食産業の新規出店に伴う立地
商圏リサーチ業務をはじめ、ニーズに沿った具体的物件のご紹介ならびに賃料交渉をクライアント様
の代理として行い、店舗開発を全面的に支援サポートさせていただいております。

各国企業のアンテナショップ、商業店舗、事業所物件探しを
代行いたします。

欧米圏、アジア各国

英語、ロシア語、
バングラデシュ（ベ
ンガル語）、中国
語

完全成功報酬型。賃貸
借契約の月額家賃の２ヶ
月～１ヶ月分。

日本初の店舗開発専門コンサルタント。
「奉仕の心で仕事せよ。」を企業理念とし、誠実に丁寧なサポートを心がけます。気軽にご相談して
頂ける存在になれれば大変光栄に存じます。

■ IT/インターネット分野およびエンジニアリング分野における下記の事業
    IT/Internet Business,Engineering Areas
      -エキスパートサービス(人材派遣)　Expert Service
      -プレース&サーチ(人材紹介)　Place & Search
      -アウトソーシング事業　Outsourcing Service
■ クラウドソーシング事業　Crowdsourcing Service
 事業許可番号:般13-070251(派遣)　13-ユ-070241(紹介)

【提供可能サービス】
○主なグローバルサービス
■ 採用コンサルティング
　 外国人人材を日本企業に紹介するサービスです
　 国内拠点のグローバル化や将来的な海外人材を見据えた人
材獲得が可能です
　 理工系・IT系新卒大学生を中心にエンジニアを紹介致します
■ 受託開発
　 システム開発では、要件定義から設計・実装・テストまでを一
貫して受託開発致します
　 また、日本で要件定義、ベトナムで設計・テスト、実装といった
コストの 適化もご提案可能です
   要件定義は開発に長けた日本人SEが調整を行い、弊社開発
センターにいる優秀なチームが要件に沿った開発を致します
■ OEO(Offshore Engineer Outsourcing)
　 面倒な採用やビジネスマナー教育、労務管理など当社で対応
可能です(パソナテックベトナム)
　 お客様は自社の開発手法や品質管理手法を直接当社のス
タッフに 指導することができ、
　 まるでベトナムに現地法人を設立したような感覚で開発が可
能です
　 もちろん開発メンバーを連れて、将来的には現地法人を作る
ことも可能です

中国・ベトナム・台湾・韓国・フィリ
ピン・インドネシア・インド・ミャン
マー・タイ

英語・中国語  

1998年の事業開始以来、IT分野の専門人材サービスで培った経験を駆使し、IT・ものづくり領域に
おける人材募集、採用、教育、組織作り・運営およびITO/BPOサービスを提供し、豊富な実績から
貴社に 適なソリューションをご提案します。
海外事業では主に、人材の高い定着率・海外人材の採用支援10年の経験・トップ大学との強力な
関係構築の3つの強みを活かし、採用・育成、就業時のサポートまで支援可能です。

(1) オフィスビル、商業・複合施設、データセンタービルの運営・管理
(2) オフィスビル、商業・複合施設のテナント営業・斡旋
(3) オフィスビル、商業・複合施設の経営代理・代行
(4) 施設管理・警備・保安・清掃・工事・資材販売等
(5) オフィスビル、商業・複合施設の新築・改修等の設計企画コンサルティング
(6) 不動産全般にかかる企画コンサルティング

不動産総合マネジメントサービスグループ・ザイマックスグルー
プのオフィスビルのプロパティマネジメント専業会社です。オフィ
スビルの資産価値を 大化するため、経営を代行する立場で運
営・管理をしております。サブリース(一括借上)もご要望にあわ
せて提案させていただきます。
またグループ会社によるビルメンテナンスサービスもあわせて提
供しております。日本全国どの地域においても不動産所有者様
のビジネスパートナーとして多数のオフィスビルをお預かりして
おります。

日本、シンガポール、韓国
日本語、英語、中
国語、韓国語

 

ザイマックスグループは、不動産マネジメントに必要な機能を専門に行うグループ会社によって、総
合的なサービスが提供できる体制が整っております。既存の役割やサービスを超えて、不動産所
有者様がこれまで述べた問題にすべて解決を見出せるような、真に求められる新しい総合マネジメ
ントサービスを創造していき、日本における不動産総合マネジメントビジネスのリーディングカンパ
ニーとなるため、今後も挑戦し続けてまいります。

私達木原税理士事務所は、2003年設立以来急成長を遂げ、日本税制と中小企業に貢献できるよう
な事業展開をさせていただいております。
チームワークを武器に、ニーズに応えること、合理的・効果的であること、顧客のこころと同化すること
の3つのキーワードを大切にして、日々業務に励んでおります。
企業コンサルティング、M&A仲介から記帳代行もとより、中国アジア進出企業の架け橋となるべく海
外進出のサポートを開始致しました。

税務代理業務・法人税・所得税・消費税・相続税等税務申告書
作成および提出・税務調査立会・財務管理業務・記帳代行・証
諮整理
・会計指導、自計化支援(MJS,弥生会計　ソフトウェア導入支
援)・決算整理、決算報告書作成　その他計算資料作成
(事業計画書、資金繰り表)
金融機関のご紹介および折衝
税務・経営相談業務
中国、アジア進出支援コンサルティング
中国、アジア税務、労務、法務支援業務
節税対策・起業家支援・経営事項審査コンサルティング
その他業務　給与計算業務・年末調整事務・社会保険・雇用保
険等事務・人事考課・ビジネス研修

上海、香港、深セン、広州、東
莞、北京、マカオ、シンガポー
ル、台北、ベトナム(ホーチミン、
ハノイ)、タイ(バンコク)、大連、
ジャカルタ、常州、武漢、青島、
ニューデリー

 
地域、内容によりお見積
り

アジアの玄関口とされる福岡市は上海と東京のちょうど1800Km線上の間に位置しており、日本の
都市のリーダーとしてアジア間交流を深めなければなりません。私達が法人設立から税務、労務、
法務　またマーケティングまでサポート致します。アジア間交流の懸け橋になる・・・私共国際会計事
務所の使命!そう考えています。

申請取次行政書士
本来、外国人の方ご本人が出頭してする入国管理局への在留
資格に関する申請の代理。
帰化申請のサポート。

   

当事務所は、日本で暮らしている外国人の方が必ず持っている在留資格を正しく更新・変更するの
をサポートし、将来的にはその方に「永住」の資格が与えられるのを目標にしています。
外国人の方にもご理解いただけるようにできるだけ専門用語を使わない説明をすることと、根気よく
お話をお聞きすることを心掛けて活動しています。
もちろん、在留資格以外のお悩みでもご相談いただければ全力で解決の努力をいたします!

バンコクのビジネスに関する情報を地図にマッピングして提供しています。出張地域に近いホテルや
大規模商業施設等の情報を知ることができます。バイテック、クイーンシリキット、インパクト等の見本
市会場のイベントも掲載しています。

広告の掲載     

外国語教室の運営/外国語&コミュニケーション研修/多言語通訳・翻訳業務

①通訳・翻訳(英・中・韓)の受付窓口
②外国語(主に中国語)レッスンの提供(グループ、個人)
③接客&ビジネス外国語企業研修
④日本語コミュニケーション企業研修

中国、台湾、香港、韓国
中国語、英語、韓
国語

お問い合わせください

「コミュニコ」は中国語教室を主軸としたコミュニケーション能力の向上をサポートするスクールです。
海外進出や外国の方との人間関係作りに必要な外国語レッスンは、ご要望に合わせて、内容をカ
スタマイズいたします。
通訳と翻訳は英・中・韓の多言語対応です。ご依頼内容に応じて、コミュニコ及びパートナー企業の
中から 適な人材を選び対応いたします。詳細については、お気軽にお問い合わせください。



No. 1(a)

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

105 虹亘(上海)建築設計諮詢有限公司

106 アライアンス行政書士法務事務所

107 株式会社セブンマーケット

108 アリカソリューションズ株式会社

109 Y・エステート

110 行政書士山下ゆかり事務所

111
弁護士法人　西村あさひ法律事務
所　福岡事務所

112 グローバルライフサポートセンター

113 Fukuoka Properties 株式会社

114 Independence English

116 雷国株式会社

117 スカイレンタリース株式会社

10 11 12 13 14 15

事業概要・資格 提供可能なサービス 対応可能国・地域 対応可能言語 料金など PR

私自身は建築学専門で(九州大学出身)、中国と日本において就職経験があり、現在上海を拠点とし
て、日本の建築家と中国プロジェクトの掛け橋仕事をフリーの形でやっております。

1、総合系

・通訳:施主と地元設計院との連絡、打ち合わせ時の通訳、関係
設計資料・法規の翻訳

・ビジネス:契約フォロー、契約書チェック、設計費の交渉、設計
費請求時期の判断協力

・営業:新しいプロジェクト・コンペ情報の収集と整理、有望施主
ネットワークの構築

2、設計系

・設計図面の確認(図面表記または生活習慣など中国のものに
合うかどうか。)

・タイミング的にご出張できないときに施主と地元設計院に設計
内容の説明

・設計図面に基づきの施工現場デザイン監理

・必要に応じる設計参加

・人を雇用するか、外注するかでCADオペレータ、CGなどの業
務担当サポート

となっております。

中国、日本 日本語、中国語   

申請取次行政書士

在留資格許可申請
許認可申請
会社設立
契約書作成

   
在留手続きがよくわからないとき。在留手続きで困ったとき。
お気軽にご相談ください。迅速・親切・丁寧をモットーに全力でサポートいたします!

紙面媒体の流通プランニング及び実施
都心部オフィス10,000社専門の販売促進・広告代理店

オフィス向けの販促・営業支援(オフィス限定紙面媒体も発行)
紙面媒体の全国流通サービス

アジア圏 英語 30,000円～

福岡の都心部エリアのオフィス10,000社に対してのプロモーション・販売促進に特化した広告代理
店です。
他広告代理店・他媒体社と差別化された独自の販促サービスを展開!
オフィス・法人やビジネス層に向けてプロモーションや販売促進をしたい企業様是非一度お問合せ
ください!

フィリピン進出支援、フィリピンの市場調査・販路拡大のご相談、国内市場調査ならアリカソリューショ
ンズ

#NAME? フィリピン 英語、日本語  

当社はフィリピン進出の事前相談から、市場調査・販路拡大などの各種ご相談、オフィス・工場の設
備内装工事、各種業務アプリ開発、ITインフラ構築やシステム開発などのフィリピンでの総合ファシ
リティー管理、登記設立手続き代行などの現地サービスと、ホームページ作成代行とスマートフォン
での市場調査の国内サービスを提供しています。国内業務の海外アウトソーシングから現地法人
の運営まであらゆる問題に日本人スタッフが常駐し、品質の高いサービスをご提供します。

オフィス、店舗、住居の不動産仲介業 不動産情報の提供、多言語対応(英語、中国語、韓国語)  
英語、中国語、韓
国語

 不動産に関するご相談に、多言語 (英語、中国語、韓国語)で対応します

申請取次行政書士

入国・在留許可申請
国籍取得(帰化)許可申請
国際結婚に関する手続き
化粧品・医薬部外品製造販売許可
会社設立、各種許認可申請

 
英語、中国語、韓
国語、タガログ語

 
これまで入管・国際業務に関して様々な相談に対応し、ノウハウを蓄積しています。 
福岡市博多区キャナルシティ近郊、博多座から徒歩約1分に事務所を構え、
福岡県内を中心に活動をしております。ご相談はお気軽にどうぞ。

当事務所は、現在500名を超える弁護士、外国弁護士その他の専門家を擁するわが国 大の総合
法律事務所です。その取扱業務は、国内外を問わず、企業の経済活動に関係するあらゆるビジネス
法務分野に及んでおり、取り分け、複数の専門分野を跨ぐ総合的な能力が必要とされる案件、高度
の専門性に基づく処理能力が必要とされる先端的な案件、短期集中的な機動力の発揮が必要とされ
る案件などについて、効率的で高い付加価値を有するリーガルサービスを提供しています。

一般企業法務、M&A、コンプライアンス、ベンチャー、労働法務、
不動産取引/環境、バンキング、キャピタル・マーケッツ、アセ ッ
ト・マネージメント、証券化/流動化、アセット・ファイナンス、買収
ファイナンス、保険、PFI/プロジェクト・ファイナンス、事業再生/
倒産、国際取引全般、国際通商法、国際争訟、国際税務、民事
商事紛争一般、知財争訟、行政争訟、特殊争訟、知財取引、ベ
ンチャーキャピタル/ベンチャー支援、テレコム/メディア、危機管
理、独占禁止法、税務アドバイス、税務争訟、親族/相続、アジ
ア業務、中東業務

日本、米国、中国、香港、台湾、
韓国、ベトナム、インド、タイ、ミャ
ンマー、マレーシア、インドネシ
ア、シンガポール、ブラジル、欧
州、その他世界各国

日本語、英語、中
国語、越南語

原則:タイムチャージ制
(案件に応じて相談可)

当事務所は、海外拠点として北京、ホーチミン、ハノイ、シンガポール、ヤンゴン、バンコクに現地事
務所を構え(2014年2月には上海事務所を開設予定)、各海外拠点と国内拠点との一体的なチーム
の編成、外国法の資格を持つ弁護士の雇用などに積極的に取り組み、数多くの実績をあげており
ます。福岡事務所においても、ボーダレスな企業法務の「ワンストップ・サービス」をより広く提供致
します。

在住外国人の生活相談(福岡県委託事業)、外国人の自立および多文化共生にむけた各種研修会・
相談会の企画運営、国際医療交流コーディネーター(外務省・経済産業省登録)

・無料電話相談(在留資格、住居、就職、教育、その他生活上の
悩みについて)
・行政手続き等に際して通訳/翻訳の派遣
・外国人の雇用に関するトータルアドバイス
・医療目的の来日支援

 
英語、中国語、韓
国語、タガログ語

生活相談は初回無料、そ
の他は応相談

在住外国人から寄せられる相談に対して、これまでの経験を活かして適切なアドバイスを行いま
す。
行政書士の資格を持つ理事で構成されているため、スムーズな対応が可能です。
また、関係機関への支援や提案などを積極的に行っています。
外国人受け入れに関するご相談にも応じます。

福岡でビジネスやネットワークに投資・拡大していく日本国内および海外企業様をサポート致します。
事務手続きや時間を要する登録などによって会社登記が遅れたり、計画していた事業戦略がスロー
ダウンしてしまうこともあるかもしれません。そのような場合は、優秀で経験豊富なマルチリンガルの
弊社スタッフが皆様をサポートさせて頂きます。英語、中国語、日本語での対応が可能です。
弊社のテナント様はもちろんのこと、皆様のクライアント様も喜んでサポートさせて頂きます。

ビジネスにおいて重要なことは、信頼のおけるネットワークを構築することです。
そして情報技術が進んだ現在において、世界中の方々と交流するツールは実に様々です。
そのような場合も私たちの語学に堪能なスタッフがお客様のビジネスネットワーク構築やコミュニケー
ションを円滑に進めるお手伝いをさせて頂きます。

Ideal Office福岡という空間を共有することで、皆様のエネルギーとシナジーが混在した新しい波が生
じるでしょう。そしてその波を通じて、Ideal Office福岡が国内外の企業様および個人事業主様にとっ
てのビジネスハブになることを心より願っております。

Ideal Office福岡は、お客様の利益を再優先だと考えるスタッフ
を揃えております。

会社経営や海外ビジネス運営は、時にストレスフルでシビアなも
のです。私たちのスタッフが皆様の必要とするサポートをさせて
頂きます。

例えば、お客様の書類の管理。経験豊富な弊社スタッフが、
大限の注意を払って管理致します。
また、優れた受付対応やお客様が不在時の電話対応などもお
任せ下さい。皆様の取引先などの大切なお客様へもプロフェッ
ショナルに対応致します。

お客様のご指示やご要望にも細心の注意を払って対応させて
頂きます。
本業に専念して頂けるよう、ファックスやコピー、郵便物の受け
取りなどの細かな日常業務も請け負います。

全世界の国
日本語、中国語、
英語

 

（電話番号）
+81-092-260-9718 (不動産投資)
+81-092-260-9733  (レンタルオフィス)
+852 3593 5287  (香港オフィス)
+65 6635 8560 (シンガポールオフィス)

（E-mail）
info@fukuokaproperties.com  (不動産投資)
info@idealoffice.jp  (レンタルオフィス)
URL:　www.fukuokaproperties.com  (不動産投資)
http://www.idealoffice.jp  (レンタルオフィス)

英会話スクール
日本人への英会話レッスン・勉強会等の提供
海外進出サポート
日本の企業や個人の海外進出サポート
日本進出サポート
海外の企業や個人の日本進出サポート

スモールビジネスにおいての調査や日本人とのコミュニケーショ
ン促進

福岡 英語,日本語 相談に応ず
福岡と海外を繋ぎ社会のためになる創造的な事業のお手伝いをしたいです!よろしくお願い致しま
す。

社団法人全日本不動産協会会員店　社団法人不動産保証協会会員店
(不動産売買)土地・一戸建・中古マンションやビルの事業用、投資用収益物件の仲介、買取及びコン
サルティング。

メインは九州福岡、今後の目標としては全日本まで広がってい
きたいと考えられます。

中国　日本 中国語圏　日本語

不動産仲介手数料の宅
建業法で規定されている
料率によっての計算させ
ていただきます。

香港、台湾をはじめ、中国国内からの投資家に物件の案内したり、購入された物件の管理したり、
コンサルティング事業を行われております。地域に根付いた不動産会社として、身近で役に立つ会
社をめざしています。

レンタカー事業 レンタカーのご提供。(全車輌　保険・免責補償付き) 日本 日本語　英語
軽自動車1日/￥3500(税
別)～

福岡市、九州エリアにてビジネスを行われる法人・企業様へ小回りの利くレンタカーのご提案。負担
となる車両仕入の大幅なコストダウン。各県の乗り捨てあり(乗り捨て料別途)



No. 1(a)

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

118 株式会社彩ファクトリー

119 Kojo & Ueda CPA Office

120 オフィスナビ株式会社

122
行政書士リーガルアソシエイツ　オ
フィスアフィニティ

123 城行政書士事務所

124 江嶋直人

125 西日本鉄道株式会社

126 エクスコムグローバル

127 ハン国際行政書士事務所

130 ミトラ国際インドネシア

131 新義豊株式会社

132
行政書士・中小企業診断士 越川
智幸事務所

133 アイゼン行政書士事務所

10 11 12 13 14 15

事業概要・資格 提供可能なサービス 対応可能国・地域 対応可能言語 料金など PR

「起業家支援」「英会話習得」「国際交流」「子育て支援」など目的特化型シェアハウスを東京、神奈
川、福岡にて12軒展開しております。
「安いから集まって住む」ではなく「国際交流経験のために住む」などモチベーションの高い方同士が
集まってプライスレスな人のつながりや体験の得られるシェアハウスを運営しております。

福岡にOPEN予定の国際交流シェアハウスは
★初期費用不要
★保証人不要
★家具付
★英語対応可能なスタッフ付
★デザイナーズ
★シアタールーム、スタディルームなど充実した共用スペース完
備
★毎月国際交流パーティーを開催するなど友達をつくるチャンス
を提供
★家賃25000円-40000円
など外国人の方にとってうれしい環境を実現しております
ぜひ日本と世界の架け橋となる環境となればと考えております

全世界 英語 25000円

2014年11月OPEN予定です
詳細は公式サイトをご覧ください
【日本語版】
http://irodorifactory.com/hakata/
【英語版】
http://irodorifactory.com/hakata_en/

Major Career Experience
 2014~    Representative, Kojo & Ueda CPA Office
 1991~    Representative, Kojo CPA Office
License
 Certified Public Accountant(Japan No.9027)
 Certified Tax Accountant(Japan No.71470)
Business Outline
 CPA services/Tax services/Consulting services/Outsourcing Services

(CPA services)
 1.Full book keeping services
 2.Preparation of monthly or quarterly financial statements in
both English and Japanese.
 3.Closing
 4.Financial Statement Audit and Review(Full or Limited)
(Tax services)
 1.Filing tax returns(Corporate Taxes/Individual Taxes)
(Consulting services)
 1.Set up a new company/branch office in Japan
(Outsourcing services)
 1.Depositing(Summarize and arrange payment)
 2.Payroll services

Asia, Europe, U.S.A., etc. English

Depends on what kind of
services you need. A
written estimate will be
provided after the initial
meeting.

Kojo & Ueda CPA office is a well-experienced accounting office in Fukuoka City, Kyushu,southern
island of Japan and have been practicing the CPA services with the quality oriented services.

●オフィス仲介サービス
●オフィス検索サイト「オフィスナビ®」の運営
●オフィス移転支援サービス/オフィスコンサルティング

●福岡をはじめ、全国にあるオフィスビルのご紹介、仲介サービ
ス
●オフィスに関連する家具、インフラ設備、内装工事などのコン
サルティング
●会社設立、オフィス開設に関する情報提供、アドバイス

   
福岡のオフィス探しは「福岡オフィスナビ」にお任せ下さい!
豊富な情報量と迅速なスピードで対応します!

・入国管理局申請取次行政書士
・日本キャリア開発協会キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)

・法人設立・営業許認可申請に関する助言・手続き
・外国会社の設立(投資経営・駐在員事務所開設)
・外国人の採用・就労に必要な入国・在留許可に関する助言・手
続き
・その他在留資格・ビザに関する助言・手続き

アジア・欧州地域 英語
手続きにより異なる
(32,400円～)

福岡でビジネスを始めるときに必要な法人設立や営業許認可に関することから、スタート後の経
営・運営に関することまで、
必要な助言と支援を行っています。

外国人による起業や、外国人の採用・就職支援、在留手続の取次ぎも致しております。

英語によるご質問、ご相談も可能です(Consultation in English is available).

入国管理局申請取次行政書士
入国管理局在留許可申請
会社法人設立(株式会社、合同会社、一般社団法人)
営業許可申請(建設業、宅建業、古物商、飲食店)

  http://www.tachi.net/
外国人の方の会社設立、VISA取得を手掛けてきました。
お気軽にご相談下さい。

翻訳、通訳業務
日本ビジネス展開のコンサルティング

翻訳、通訳業務
日本ビジネス展開のコンサルティング

東南アジア(シンガポール、インド
ネシア、マレーシア、タイ)、中国、
台湾、インド、EU諸国

英語、韓国語、中
国語、インドネシア
語、ベトナム語、ヒ
ンデゥー語

  

福岡市内オフィスビル13棟(自社物件のみ) 賃貸面積約27,000坪の賃貸事業
福岡市内賃貸マンション11棟 917室の賃貸事業 
宅地建物取引主任者多数　不動産コンサルティングマスター多数

オフィスビル　賃貸マンション他 全域 ご相談にて 物件ごとのご相談にて オフィスビルから住居までワンストップでのご提案をお任せください。

エクスコムグローバルは、モバイル通信サービスを事業ドメインとし、その中でも、海外渡航中のモバ
イルインターネットをはじめとする

「イモトのWiFi」は、海外での過ごし方をより充実させるための海
外用モバイルWi-Fiルーターレンタルサービスです。
 海外WiFiを利用することで、海外での旅行や出張中にも
iPhone・AndroidなどのスマートフォンやiPad・Nexus・Kindleなど
のタブレット、ノートPCなどをインターネットにつないで、LINEや
メールのやり取り、口コミのチェック、マップで現在地を確認しな
がら街歩きや、 FacebookやTwitterで写真を共有など様々な旅
のシーンで活用することができます。レンタルプランは全てパ
ケット定額なので、海外旅行から帰ってきたら携帯会社から高
額請求がきて旅行が台無し…なんていう心配もいりません。
世界175の国と地域に対応し、Webサイトから24時間予約が可能
です。空港や宅配でレンタルセットを受取れるため、渡航前の忙
しい準備の 中でも煩わしさがありません。また、目的地に到着
してWiFiルーターの電源を入れれば、10秒ほどの簡単な設定で
お手持ちの機器をインターネットに接続できます。成田・羽田・関
西空港・中部空港などのカウンターにて、ご返却を頂くことも可
能です。 「イモトのWiFi」は海外旅行をもっと便利に、もっと楽しく
する新しい旅の必需品として、多くの皆さまの海外渡航にご利
用いただいております。

   
「イモトのWiFi」は、海外での過ごし方をより充実させるための海外用モバイルWi-Fiルーターレンタ
ルサービスです。

行政書士事務

　　　帰化した元中国人であるため、中国語を用いて、会社定款
をはじめ設立関係の書類作成について、詳しくご説明することが
できます、お客様からご理解を頂いた上、手続きを進めて参りま
す。また、入国管理局に登録している取次申請者であるので、
会社設立後の経営・管理在留資格の取次申請のお手伝いを致
します。

中国,台湾,香港,シンがポール
中国語(北京語)、
日本語

相談に応じます

　　在日華人行政書士として日本、とりわけ福岡において事業を起こしたい中国語圏の志を有する
者にお力になり、夢を実現させた成功例が多数あります。長年日本に在住し、さらに行政書士の資
格を持っていることによって、言語はもとより、日本の文化、商慣習、法律専門知識と実務経験を生
かし、皆さんのお手伝いができると自信を持っております。

事業概要

日本とインドネシアの相互発展に寄与するプロジェクトのデザイン&エンジニアリング&デベロップメン
ト 

:官民を問わず海外展開事業チームへの参加を通じて日系企業の海外拠点づくりをデザイン&エンジ
ニアリング&デベロップメントの立場で支援 
:教育機関との協働を通して海外プロジェクトの設計論、実務演習を実施し、海外市場で活躍できる人
材を育成する。 

資格

日本とインドネシア両国における建築、電気、機械などのものづ
くり科学技術分野での”ものづくり”や”商業”の拠点となる工場
や施設のコンセプトから設計、入札、工事監理、あるいは分離発
注といた施工システムまでの一貫的なコンサルティングを得意と
しています。

インドネシア、日本
日本語、英語、イ
ンドネシア語

案件による

海外で展開することが期待されるポテンシャルの高い優れた技術や商品、サービスをインドネシア
あるいは日本に誘致します。
九州大学大学院(建築学と電気工学)修了の私たちパートナーは、日本とインドネシア両国の発展を
目指した国際的な活動を支援していきます。

新義豊(株)は台湾宜蘭にルーツをもち、福岡で創業した企業です。台湾にも事務所があり、日台間の
貿易・事業提携、台湾企業の日本進出・日本企業の台湾進出を両サイドから応援いたします。
また、地理的な距離の近い福岡・九州と台湾との友好を深めるため、台湾関連イベントも積極的に支
援しています。

【事業概要】
1.システム構築・開発
2.情報提供サービス
3.翻訳・通訳

通訳・翻訳サービス、繁体字翻訳（HP作成・飲食店メニュー作成
等）、台湾実務代行、台湾市場調査、台湾関連事業での日本-
台湾企業の交渉・仲介、日本-台湾ビジネスサポート

台湾
英語・日本語・台
湾語・中国語(北京
語)

ご相談に応じます

弊社にご興味のある方は、まずはお手数ですが弊社ホームページをご覧ください。またホームペー
ジに掲載している業務以外にも、幅広く日台両国の企業をサポートさせていただきます。
また、弊社では台湾語(中国語/北京語とは別物です)に対応しております。より深く台湾市民の生活
に潜り込んで、標準語だけでは見えない台湾の姿を見たいお客様ぜひご連絡ください。

行政書士、中小企業診断士、宅地建物取引士
会社設立・開業支援、事業計画策定、商工金融・資金繰り支
援、各種許可申請、マーケット調査、店舗・事務所選定

    

外国人の会社設立、「経営・管理」その他就労の在留資格の取得のサポート 通訳を介さない行政書士による英語対応可能 全地域 英語 事案による。要問合せ。  



No. 1(a)

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

134 行政書士おち事務所

135 さがら行政書士事務所

136 株式会社システムライフ

137
咸宜ファイナンシャル・アドバイ
ザーズ合同会社

139 龍馬行政書士事務所

140 正木公認会計士税理士事務所

141 大連君得鳴達貿易有限公司

142
行政書士法人A.I.ファースト　福岡
事務所

143 株式会社遠近ブラザース

144
三幸エステート株式会社　福岡支
店

145
弁護士法人ベリーベスト法律事務
所福岡支店

146 司法書士鄧淑珠国際法務事務所

148 ㈱GOLF LOVE

149 ボストン行政書士事務所

150 COSMIC CAFE KK

151 まつむら国際行政書士事務所

152 レファミー

10 11 12 13 14 15

事業概要・資格 提供可能なサービス 対応可能国・地域 対応可能言語 料金など PR

行政書士 入国管理局に対する申請 全て
日本語・韓国語・
中国語・英語

32,400円～  

申請取次行政書士

・在留資格許可申請
・永住許可申請
・帰化申請
・会社設立
・外国人の起業サポート
・国際結婚手続き

全地域  
事案により見積もりさせ
ていただきます。

当事務所は外国人の皆様のサポートを中心業務にしている行政書士事務所です。お気軽にお問
合せください。
事務所は天神、博多の間にあり交通アクセス便利です。

情報システム開発 情報システム開発(業務分析、要件整理、ご提案、開発、保守) アジア圏内 日本語、英語 別途相談
福岡に本社を置くシステム開発会社です。過去に中国にオフショア開発拠点を持っておりました。
近も海外取引のシステム開発を行いました。システム開発の観点から福岡市とアジアで活動されて
いる会社のお手伝いができればと考えています。

進出支援、会計コンサルティング、マーケティング、福岡における外国人留学生に対する生活支援・
賃貸住宅の紹介

進出支援、会計コンサルティング、マーケティング、福岡におけ
る来日外国人に対する生活支援・賃貸住宅の紹介

中国
北京語、英語、日
本語

相談無料
英語・中国語対応可のスタッフが在籍しております。
日中間のビジネスに関し、幅広く柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

事業概要
外国人の在留相談・入管手続
会社設立・各種許認可申請
資格
行政書士

外国人が在日の在留資格申請や会社設立などの法律サポート
はもちろん、その他のビジネスサポートや生活サポートの相談も
可能です。
中国語での対応ができます。

中国 中国語  
私自身は出身が中国で、福岡に来て17年が経っています。福岡で投資、起業したい方に在留資格
の事だけではなく、福岡での開業・生活等のアドバイスもできますので、是非気軽にご相談くださ
い。

福岡市博多区に拠点を置き、九州全域に事業展開している、公認会計士税理士事務所です。税務・
会計顧問、会社設立、会計監査、資金調達、補助金・助成金申請など、幅広い業務に対応していま
す。経営革新等支援機関にも認定されていますので、安心してお任せください。

■税務・会計顧問
■経営コンサルティング
■会社設立支援
■会計監査(学校法人監査・社会福祉法人監査・労働組合法監
査・ファンド監査・会社法監査など)
■資金調達(事業計画策定・事業再生・金融機関交渉・補助金/
助成金申請など)
■内部管理体制構築支援

   
①金融機関の監査経験に基づいた信頼性の高い事業計画の策定
②経営革新等支援機関に認定
③法務・税務・会計のワンストップサービス

弊社は日本向け中国の総合商社ですが、機械加工工場を持っております。

お客様のご要望を応えて、金属関係の製品を取り扱っておりま
す。
主に鋳造部品、鍛造部品、プレス部品、機械加工部品、構造部
品などを輸出しております。

   
弊社の強みはプロジェクトの提案から、設計、製品までを提供いたします。(CAD、Solidworks、UG設
計、製作)

・入国管理局へのビザ申請　
・日本法人設立、外国会社の日本支店(BRANCH)設立
・各種営業許可申請

外国法人の日本進出支援(法人設立、支店設立等)
入国管理局へのビザ申請(経営管理、企業内転勤、技術・人文
知識・国際業務等)
許認可(営業ライセンス)の取得

すべて    

(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟会員
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
土地・一戸建・マンション・ビル・テナント・倉庫・店舗など居住用、事業用、投資用収益物件の売買・
賃貸仲介、買取及びコンサルティングの総合不動産会社。

土地、建物の賃貸、売買、買取、管理など不動産に関すること
お任せください。

中国、日本、シンガポール、香
港、台湾、マレーシアなど

中国語、英語、日
本語

宅建業法で規定されてい
る料率による計算します

中国国内をはじめ、香港、台湾、マレーシア、シンガポールなど中華圏のお客様を中心に、英語系
の海外客も含め、住居用不動産や事務所、店舗などの事業用不動産の賃貸、売買、管理など不動
産業務を行っております。

賃貸オフィスビルの仲介・コンサルティング・市場調査
宅地建物取引業者 国⼟交通⼤⾂(9)第3105号
建 設 業    東京都知事 許可(特-24)第139281号

福岡市内全域の賃貸オフィスビルの仲介・コンサルティング・市
場調査

日本のみ 日本語及び英語
成約時に仲介手数料とし
て成約賃料の1ヶ月分(上
限)

本社が東京(銀座)にあり、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡に支店を要し全国ネットで賃貸オフィス
物件の情報を網羅しております。
東京本社及び各支店との連携が可能で、福岡市への企業誘致などの際には物件の情報提供、物
件へのご案内及び交渉等を担います。

弁護士業務
現地法人設立、現地法令調査、各種契約書・関連書籍の精査、
各国基本情報の提供、JVパートナーとの契約交渉、継続支援、
その他

ミャンマー、ベトナム、バングラデ
シュ、カンボジア、台湾、モンゴ
ル、中国、その他主に東南アジ
ア諸国

英語、中国語
幣所ホームページをご参
照ください。

海外進出を行うにあたって、進出先現地パートナーに不安を感じる、進出後にトラブルが発生して
困っている、進出先からの撤退を検討している、そんなときはお困りごとを何でもご相談ください。な
お、幣所は中国全土に39か所の支店を有し3000名以上の弁護士が在籍する中国 大規模の北京
大成(上海)律師事務所と提携関係にあり、中国法務についてスピーディかつきめ細かな対応が可
能となっております。

中国弁護士資格
日本国司法書士　簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士
日本国行政書士　入管取次行政書士

会社設立等の商業登記をはじめ、不動産登記、相続関係登記、
帰化手続きなど司法書士業務全般
入管取次等行政書士業務も行政書士と提携してやっておりま
す。

日本、中国
中国語、英語、日
本語

 

弊所の代表者は、九州大学大学院法学府英語コースLL.M修了し、中国弁護士資格も持っている行
政書士・司法書士であり、日本語・中国語・英語での電話、メールでのご相談に対応可能です。メー
ルは24時間365日対応しております。弊所にてご相談いただく際にも、日本語・中国語・英語のいず
れも直接対応することができ、安心してご相談いただけます。

1.飲食店、物販店、オフィスの賃貸仲介業務
2.1棟物件、区分所有物件の売買仲介業務
3.物件管理
4.火災保険代理店業務

(公社)福岡県宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会

1.不動産取引全般(売買・賃貸)
2.海外投資家への投資物件のご紹介　
3.店舗、事務所のご紹介
4.ゴルフ場のご紹介

アジア、英語圏エリア
韓国語、中国語、
英語

宅建業法既定の手数料
となります。

☆博多エリアの物件に強い不動産会社です。目まぐるしく変化する博多駅界隈、アジアでの重要拠
点となる福岡・博多には商業、観光業、交通、運輸などに影響される特有の不動産事情がございま
す。それら情報に精通し一歩先をいく不動産情報をご提供致します。

Administrative scrivener's office

<Practices>
*Visa Help desk (Consulting service)  
                                       
---Assistance  available on request 
   (up to 4 hours--- *Negotiable)

*Application for certificate of eligibility
*Application for change of the status of residence
*Establishment of corporation   

<Qualification>
TOEIC 930
TOEIC Speaking Test 200/200
Real Estate Transaction Specialist

*海外にお住まいの外国人の方の招聘手続 (外国人の方の採
用内定後の招聘手続から来日後のサポートまで対応致しま
す。)　
*日本にお住まいの外国人の方々の在留資格変更許可・更新
許可・永住許可申請　他　
*起業サポート(会社設立)
*契約書・合意書・協議書等の作成(公正証書のみ)

 

日本語・英語 /
Consultation  in
English &
Japanese available

 

Your Help desk in Fukuoka
(Kyushu) is here
to assist you with
VISA Application & Start-up support !!

We provide advice and support for companies which are at various stages of their developments
from early stage start-ups to publicly-listed companies. The range of our advice covers strategy,
business model, product launches, market entry, regulatory compliance, human resources to fund-
raising. We also provide seed investments for very early stage startups.

Corporate advice and seed investments. Asia, US and Europe
ENGLISH,
CHINESE

Negotiable  

入国・在留許可申請・国籍取得(帰化)許可申請
法人設立・記帳会計サービス
不動産取得に関するコンサルティング
翻訳・通訳(英語、日本語)

外国人の入国・在留手続き
法人の設立及び設立後のコンサルティング
不動産取得に関するコンサルティング
法律文章等の英訳、和訳

指定なし 英語、日本語  

まつむら行政書士事務所の松村です。当事務所では主に外国人の在留資格に関する変更や更新
手続き、帰化申請等の煩わしい手続きを代行し、安心して日常生活が送れるように外国人のライフ
サポートを行っております。
また、海外とのビジネスのサポートとして契約書の英訳・和訳、登記簿や会社の定款の翻訳等、法
律文書の翻訳も行っております。
ご相談は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

有料職業紹介事業13ーユー308378 人材紹介及び韓国企業の紹介など 日本・韓国
日本語・韓国語・
英語

 
韓国 大級のIT業界転職サイトがレファミーとして日本に初展開しました。レファミーは海外での
キャリアアップも応援しています。IT業界にボーダーはありません。海外企業であなたのキャリアを
積みましょう。



No. 1(a)

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

153

154 ジラインネットワークス株式会社

155
株式会社ジェイエイシーリクルート
メント

156 株式会社ザ・ラン

157 叶晨(ヨウ　シン)

158 Aribabaコンサルティング

159
ワンストップビジネスセンター天神・
博多店 | 株式会社MOOR

160 株式会社アイキューブ

税理士法人　AKJパートナーズ

10 11 12 13 14 15

事業概要・資格 提供可能なサービス 対応可能国・地域 対応可能言語 料金など PR

1 WiFi端末、コンピューターに関するソフトウェア及びアプリケーションシステムの企画、開発、販売
2 インターネットによるホームページの企画、制作
3 電子通信機器の売買
4 EC(電子商取引)サイトの運営
5 貿易及び輸出入代行業務
6 国際ビジネスに関する支援及びコンサルティング

1 WiFi端末、コンピューターに関するソフトウェア及びアプリケー
ションシステムの企画、開発、販売
2 インターネットによるホームページの企画、制作
3 電子通信機器の売買
4 EC(電子商取引)サイトの運営
5 貿易及び輸出入代行業務
6 国際ビジネスに関する支援及びコンサルティング

インド
ヒンディー語、英
語、日本語、

 
インドは 高い技術 , 高い給料の IT 產業で, 外国企業を集めれることです。
インドビジネスに関する支援及びコンサルティング、IT技術者の雇用を検討している企業様は、是
非人材(インド人)の派遣・紹介のプロであるGlineのHPよりご相談ください。

中途採用支援事業(人材紹介業務)
東証一部上場　コード番号　2024
厚生労働大臣許可番号　(人材紹介事業) 13-ユ-010227
プライバシーマーク登録番号　1086918

中途採用支援、中堅からベテランクラスで国際業務経験者の紹
介

日本、中国、韓国、ベトナム、イン
ドネシア、マレーシア、シンガ
ポール、タイ、シンガポール、イン
ド、英国

英語、中国語、日
本語

採用決定求職者　年収
の35％～

即戦力となる人材（国際業務経験者、英語、中国語ビジネスレベル）の人材のご紹介を日本国内で
提供できます。アジア各国では現地の人材及び日本人のご紹介をいたします。福岡の企業様には
広島の支店からサポートいたします。駐在員・海外現地採用・本社グローバル人材などの採用のご
相談はもちろん、アジアの雇用情勢などについてもお気軽にご相談ください。

宅地建物取引業
事務所の売買・賃貸・仲介
居住用建物の売買・賃貸・仲介
土地の売買・賃貸・仲介

中国 中国語、日本語
宅建業法の報酬関連規
定に従う

弊社は、長年宅建業に携わっている日本人顧問のもと、中国人スタッフによる、中国人のお客様へ
のきめ細かい対応が可能です。外国人向け業務に詳しい行政書士などのネットワークも有してお
り、よりよいサービスを業提供できます。

中国法律業務・中国律師/日本国外国法事務弁護士

中国投資:会社設立、合弁合作、M&A、DD調査、技術提携、事
業譲渡と撤退、コンプライアンス調査、リスクマネジメント報告
電子商取引:基本取引契約、プライベート情報保護、企業信用調
査、模倣品と権利侵害の対策、消費者クレーム
知的財産権:商標・特許・著作権の登録と届出手続き、使用許諾
契約、フランチャイズ契約
紛争解決:国際仲裁、民商事訴訟、刑事事件、労働仲裁、行政
処罰対応
現地法務:労働人事、社内規則作成、売掛金回収、就労ビザ、
賃貸借契約、建設工事など
個人案件:行政処罰、刑事、離婚、相続

中国 中国語・日本語
上海市律師協会の料金
指導基準に適用する。

中国オフィス(協力事務所):上海、北京、南京、蘇州、長沙、南通、無錫、郑州、徐州、アモイ

※中文

我们提供以中日会计税务为中心的一系列咨询和实际业务。针对中国客户在日本成立公司后,伴
随而来的相关需求进行跟踪服务。
与各行各业的专家联合协助大家在日本创业。专家包括税理士、司法书士、行政书士、律师、人材
介绍、不动产专家。
同时,我们还提供公司章程,合同,企业财务报表的中文翻译。
------------------------------------------------------------------------------
※日本語:
日中税務会計を中心にコンサルティングサービスを提供しております。
中国のお客様が日本で会社設立を始め、これに付随する一連の支援を致します。
必要とする税理士、司法書士、行政書士、弁護士、人材紹介、不動産関連専門家と連携して、
日本進出の一連の支援をさせて頂きます。
中国語の定款翻訳、契約書、財務諸表や決算書の翻訳もお任せください。

※中文

司法书士业务:成立公司
税理士业务:会计软件记账代理,投资经营顾问,节税避税,税务
申告,人事劳务
行政书士业务:申请投资签证
律师业务:跨国各类纷争案件
人力资源:介绍IT等人材
不动产业务:成立公司的事务所租赁
翻译业务:各类资料的中日文翻译

上述所有业务全部用中文母语担当为您直接服务。
-------------------------------------------------
※日本語

司法書士業務:会社設立
税理士業務:記帳代行、経営アドバイス、節税、税務申告、人事
労務
行政書士業務:投資ビザ申請
弁護士業務:様々な紛争案件
人材紹介:IT等の人材
不動産:会社設立に伴う事務所賃貸紹介
翻訳業務:書類の中国語、日本語の翻訳

上記のすべてのサービスは中国語ネイティブによる支援をさせ
て頂きます。

以上

中国、日本 中国語、日本語
因为业务内容涉及广泛,
所以需要互相沟通再为
您报价。

我在从事税务工作中,积累了丰富的经验和人脉。希望我们的服务,能够为大家在日本创业带来帮
助和成长。
我自身也在为开拓中国业务,不断学习。希望通过我的努力,为大家提供中国和日本两国的税务服
务和周边业务。
在信息时代里,互相成长,拓展未来!

バーチャルオフィス事業の運営

●法人登記可能な住所のご提供
●専用固定電話番号のご提供
●電話サービス(電話転送・電話秘書代行サービス)
●貸し会議室

世界各地・日本各地 日本語・英語
月額基本料金　4,800円
〜

ワンストップビジネスセンターは住所利用、郵便転送0円、電話秘書、来客対応、24時間利用できる
個室のレンタル会議室など充実したサービスをご利用できるバーチャルオフィスです。

札幌店から福岡店まで全国の各主要都市に20店舗以上の拠点・レンタル会議室をご用意しており
ますので、全国展開もしやすく、起業家やフリーランサー、出張が多いビジネスマンを中心に幅広い
職種の方よりご好評いただいております。

1.新規事業開発/戦略/業務/IT等各種コンサルティングサービス(Project Design)
2.フリーランス人材の紹介(Project BASE)

1.日本進出時及び進出後の各種コンサルティングサービス(市
場調査、販路開拓等)
2.資金調達支援
3.各種プロフェッショナル人材の紹介

 日本語、英語  

弊社は自社、協業での事業開発や、事業開発/戦略/業務/ITなどを中心として、業界問わずコンサ
ルティングを行っております。日本市場への進出にあたってのテストマーケティングの手法を用いた
参入前の市場調査や、投資家のマッチング、資金調達支援、必要な人材のご提案など、幅広いご
支援が可能です。日本での事業開始後も良き相談相手として様々なコンサルティングサービスを提
供し、事業の拡大に伴走いたします。

中国、シンガポール(新加坡)、香
港、台湾

中国語(北京語)
欢迎用中文来电来函沟
通报价。

中文

 AKJ Partners总部设在东京,海外有新加坡分部。现有高级合作伙伴,在职员工60余名。我们从专
家的角度,致力于为企业提供专业的建议和指导。秉承灵活性和遵守法令的经营理念,在此基础上
本着以信赖性取胜,每一位工作人员不断钻研进取专业知识,是一个集高度专家为一体的团队,竭
诚为来日本投资的中国客户提供 优质的服务!

中文
■基本业务
提供审计,个人法人税务申报和会计支援,会计业务外包,继承税
业务,银行交涉业务,导入合并纳税,股票发行咨询,企业重组,各
种评价业务和尽职调查。

■国际业务
中文财务报表制作,用中文解答您的财务疑问。
国际税务咨询,投资经营咨询,国际财务报告标准IFRS导入支援,
房地产管理的结构性金融业务,风险管理业务。

■人力资源业务
量体裁衣制定贵公司的就业规则。
工资奖金计算,劳务咨询,企业补助金咨询。
-------------------------------------------------
日本語
■基本業務
法定監査業務、個人法人における税務申告及び会計支援、会
計アウトソーシング、相続対策、銀行折衝業務、連結納税導入、
株式公開コンサルティング、企業再編コンサルティング、各種評
価業務及び財務・税務デューデリジェンス。

■国際業務
中国語による財務諸表の制作、中国語で税務会計のお問合せ
を対応致します。
国際税務コンサルティング、投資経営コンサルティング、IFRS導
入支援、ストラクチャード・ファイナンス業務、リスク管理業務

■労務業務
貴社のニーズに応じた就業規則の作成
給与賞与計算、労務コンサルティング、補助金コンサルティン
グ。

■中文
公司概况:
　成立 2009年7月
　所在地 东京,筑波,福冈,横滨,新加坡 以上各地设有办公室。

持有资格:
・日本国家注册会计师 10名
・美国注册会计师 3名
・国家注册税理师 (含有资格者)19名
・CFP・AFP 3名
・税务科目合格者、ACCA Level 2 11名
・社会保险劳务士(含特定社会保险劳务士) 3名
・医疗经营顾问 2名
・舞弊审计注册会计师 2名
・M&A资深专家 (金融财政信息研究会认证) 7名
--------------------------------------------------
■日本語
事業概要:
　設立　平成21年7月
　所在地　東京オフィス、つくばオフィス、福岡オフィス、横浜オフィス、シンガポールオフィス

保有資格:
・公認会計士10人
・米国公認会計士3人
・税理士19人
・CFP・AFP 3人
・税理士科目合格・ACCA Level2　11人
・社会保険労務士（特定社会保険労務士含む）3人
・医業経営コンサルタント 2人
・公認不正検査士（CFE）2人
・M＆Aシニアエキスパート（金融財政事情研究会認定）7人



No. 1(a)

項目
法人名・商号・屋号または個人名
　（日本語）

162 FPTスタッフィング株式会社

164
株式会社ワールド・キャリアパート
ナーズ

165 三宅法律事務所

10 11 12 13 14 15

事業概要・資格 提供可能なサービス 対応可能国・地域 対応可能言語 料金など PR

FPTコーポレーションはIT、テレコミュニケーション、メディア等の多種多様な事業を展開し、世界で
26ヶ所の拠点を置いています。ベトナムを始め、特に日本企業様から30年にわたり、多量な依頼と信
頼を頂くベトナムリーディング企業でございます。
弊社の展開しておる企業の中には、多くの企業様が抱える、慢性的な人材不足への対応、あるいは
即戦力をいかに採用するかといった課題解決のため、各社が求めるポジションや業務経験に見合っ
たベトナム人材を競争価格でご紹介・派遣しております。また、ベトナムにご進出の希望の各企業様
に対し、市場調査、ビジネスマッチング等フルラインでご支援させていただきます。

総合人材サービス(紹介・派遣)
事業推進サービス
トレーニングサビース

ベトナム・東南アジア
日本語・英語・ベト
ナム語

35万～

 ①若く成長力のある人材を多人数で活用可能
ベトナム 大人材プールは30000名に登り、社内平均年齢27歳
で、様々な人財がご提案可能です。

 ②柔軟にお客様のご要望に対応可能
 ③コストメリット
 ④ケア

1.事業コンサルティング〔事業を組み立てる〕
2.マーケティングサポート〔売れる仕組みを作る〕
3.人事採用アウトソーシング〔事業を担う戦力を採用する〕
4.キャリアコンサルティング。教育研修事業〔戦える力を育成する〕

1.〔事業コンサルティング〕国内における新規事業の立ち上げや
既存事業の再構築を支援するとともに,事業計画の立案,作成を
サポートします。
2.〔マーケティング〕新規または既存の製品・サービスのマーケ
ティングを国内限定または国際的にサポートします。
3.〔海外提携〕海外展開における業務提携先や共同出資者探し
をサポートします。
4.〔海外進出先市場調査〕海外進出に伴う市場調査の設計から
実施までサポートします。業務の一括代行も承ります。
5.〔特許申請保護等知財管理〕モンゴル国とビジネスを行なう企
業向けのサービスです。弊社のモンゴル国ビジネス専任アドバ
イザーとして,首都ウランバートルに在住するモンゴル国弁理士
が(弊社と共同で)サポートします。日本語,英語,モンゴル語(母国
語)の3か国語が堪能です。実績豊富です。
6.〔海外事業許可取得〕現地での事業開始を可能にする条件整
備や事業許可取得をサポートします。*モンゴル,ベトナム,カンボ
ジアのみ。
7.〔エンジニア採用〕エンジニアの採用をサポートします。外国人
エンジニア採用の場合は,定着率の向上,職場の受容性醸成の
ための助言を行います。
8.〔国際人材採用〕御社の業績向上,事業拡大に貢献できる国際
人材の採用をサポートします。職場の国際化に関する助言も行
います。

モンゴル,ベトナム,中国,フィリピ
ン・インドネシア・カンボジア・ミャ
ンマーなどASEAN,韓国,イタリア,
トルコ,ベル―,チリ等。他国はリク
エストに応じて開拓可能。

日本語,英語
業務内容を承りながら相
談の上決定させていただ
きます。

どうぞ気軽にご相談ください。
「マーケティング力を強化し,販路と売れる仕組みができて,海外市場進出の手立てさえあれば,自社
の商品やサービスは,必ずもっと売れるはず」という企業様からのご相談が圧倒的に多いです。この
思いを業績に変えるのが弊社の仕事です。
事業展開に必要となる人材の採用に関する助言やコンサルティング,採用業務アウトソーシングも
承り,好評をいただいています。

弁護士 法律業務
香港・南中国（広州・深圳等）・英
国に強みを有しています。

日本語・英語・広
東語・北京語


