国際協⼒をシゴトにする？

開発コンサルティング
企業に⾏ってみよう！

第6回

開発コンサルティング企業

Open Week
10/5（木）- 10/21（土）
海外コンサルタンツ協会（ECFA）では、主に若⼿（20-30 代）の方を対象に、開発コンサル
ティング企業に関心のある方や将来的に就職を希望している方が、実際に開発コンサルティング
企業を訪問し、開発コンサルティング企業や開発コンサルタントについて理解を深めていただく
「開発コンサルティング企業 OpenWeek」を開催します。皆様のご参加お待ちしております。
※各社のイベント詳細、お申込みについては裏⾯をご覧ください。

「開発コンサルタント」は国際協⼒現場の最前線で活躍しています！
開発コンサルタントは、国際協⼒のお仕事を
しています。さまざまな開発課題(インフラ、
環境、貧困、教育、保健など)を解決するため
の技術と経験を持っており、政府開発援助
（ODA）のプロジェクトを開発途上国で⾏って
います。
・企業ごとに得意分野がある。
・専門性と経験が必要なため中途採用が主だが
⼤⼿企業は新卒採⽤も近年増加している。
・国内でコンサルタントを支援したり、提案書を
作成したりする仕事もある。

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

スケジュール
※要事前予約 対象者等は必ず各社のご案内で確認の上、お申込みください⇒ http://www.ecfa.or.jp/japanese/kaizen/openweek/index.htm
得意分野

企業名

防災、環境、気候変動、
エネルギー、地理空間
情報、水資源、上下水 国際航業㈱
道、農業、森林、廃棄 〒102-0085 千代⽥区六番町 2 番地
物管理
環境管理、資源エネル
ギ－、都市開発地域開
発

㈱エックス都市研究所
本社〒171-0033 豊島区高田 2-17-22 目白中野ビル 6 階
分室〒171-0031 豊島区目白 2-2-1 目白カルチャービル３階

㈱ニュージェック
電⼒、⽔資源、防災

〒136-0071 東京都江東区⻲⼾ 2-22-17
⽇本⽣命⻲⼾ビル 3 階

産業開発、ガバナンス、
保健、農業、教育、海 アイ・シ－・ネット㈱
外 展 開 支 援 、 人 材 育 〒330-6027 埼玉県さいたま市新都心 11－2
成・研修・社会開発全
明治生命さいたま新都心ビル 27 階
般
水資源開発、都市水道/
地方給水、環境/再生エ
ネルギー/廃棄物、下水
道、衛生、社会開発
⺠間ｾｸﾀｰ開発、ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ、ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ、教
育・産業人材育成、保
健・医療、平和構築、
建設設計・機材計画
⽔資源、防災・災害復
興、運輸交通、都市・
地域開発、上下水道、
廃棄物管理
地域産業開発、中⼩零
細企業支援、マーケテ
ィング、⾦融包摂、海
外進出支援

日本テクノ㈱
〒104-0054 東京都中央区勝どき 3-12-1
フォアフロントタワー7F

㈱コーエイリサーチ＆コンサルティング
〒102-0083 千代田区麹町 4-2-7
麹町 4 丁目共同ビル 9 階

八千代エンジニヤリング㈱
〒111-8648 台東区浅草橋 5-20-8 CS タワー

㈱かいはつマネジメント・コンサルティング
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-3-1
朝日生命恵比寿ビル 10Ｆ

水資源開発、上下水道、
㈱建設技研インターナショナル
道路・橋梁、
〒136-0071 江東区⻲⼾ 2-25-14 ⽴花アネックスビル
都市計画

ところで

ECFA とは？

内 容

お申込み・お問合せ

＜個別相談＞
10 月 13 ⽇（⾦）、20 ⽇（⾦）17:00-19:00
＜企業説明＞
10 月 11 日（水）、18 日（水）17:00-19:00
10 月 21 日（土）10：00-12：00
＜個別相談＞
10 月 16 日（月）-10 月 20 ⽇（⾦）
10：00-17：00
場所：分室会議室

必要事項 （①氏名、②所属先、③専門分野、④希望日
時、⑤連絡先)を記載の上、海外本部（藤村）までメー
ルにてご連絡ください。
E-mail: ren_fujimura@kk-grp.jp
電話:03-6361-2451
MOBILE:080-9813-9315
事前に採用担当へ E メール連絡してください。
その折に、応対日時等を調整させていただきます。
E-mail： recruit@exri.co.jp
電話:03－5956－7503
個別相談会へ参加希望の方は以下へご連絡ください。
国際事業本部グループ統括 ⻄⽥ 雅
電話：050-5628-3982
E-mail：nishidams@newjec.co.jp

＜個別相談＞
10 月 5 日(木)-10 月 20 日(⾦)
9：30-17：00
＜企業説明・個別相談＞
10 月 9 日（祝）※其々2 時間程度のセミナー
11：00 ODA 事業向け
14：00 グローバルビジネス支援事業、
グローバル人材育成事業

開催日前日 AM12:00（日本時間）までに
saiyo@icnet.co.jp 宛に 「お名前」「電話番号」「所属
先」「メールアドレス」「希望日時」をお知らせ下さい。

希望日 2 日前までに、必要事項（氏名、所属先（会社名
＜企業説明・個別相談＞
/大学名）、専攻／専門分野、希望日時、質問事項）を以
※お一人 30 分-1 時間程度を予定
下へメールでご連絡ください。
10 月 5 日（木）-20（⾦）
（⼟⽇・祝⽇除く）
管理本部 業務部 プロジェクト管理課 末広
月-⾦：10:00-20:00（最終受付 19:30）
E-mail：jat-tyo@jat.co.jp 電話：03-6703-0510
希望日 2 日前までに、
【OpenWeek 申込み】と題したメ
＜企業説明・個別相談等＞
ールにて、担当：⻑⾕川（hasegawa-ry@k-rc.co.jp）
10 月 18 日（水）15：00-17：00
宛てに、必要事項（氏名、E-mail、電話番号、所属先・
10 月 20 ⽇（⾦）15：00-17：00
専門分野、参加希望日）ご連絡ください。
＜個別相談＞
10 月 5 日(木)-10 月 20 日(⾦)
※上記の期間内で日程調整します。

intl@yachiyo-eng.co.jp 宛に必要事項（⽒名、年齢、
所属先、専門分野、電話番号、相談内容の概要、相談希
望日時 3 つ）を記載してお申込みください。

＜企業説明・個別相談＞
10 月 6 ⽇（⾦）、11 日（水）
14：00〜17：00

10 月 4 ⽇（⽔）までに、必要事項（⽒名、年齢、所属、
連絡先、参加希望日、相談したいこと、関心分野）を
kmc.admin08@kmcinc.co.jp へ送付ください。

＜企業説明・質疑応答＞
10 月 12 日（木）14:00-15:00
＜個別相談会＞※1 人 30 分
10 月 12 日（木）15:00-17:30

2 営業日前 17：30 までに recruit@ctii.co.jp 宛に、ご
氏名、ご所属、専門分野、連絡先を送付ください。
担当：業務部 藤本/石井/鈴⽊ Tel：03-3638-2561

ECFA（エクファ)は、開発コンサルティング企業の業界団体です。

ECFA は、開発コンサルティング企業等の海外事業活動の振興、品位の確⽴、質の向上、内外関係機関との交流及び協⼒、海外コンサルティングに関する調査研究等を⾏うことにより、
コンサルティング産業の健全な発展を図り、もって国際経済の発展及び国際協⼒の促進に寄与することを目的とした業界団体です。

