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

「道のり」を共に歩むパートナーでありたい

転職は新しい会社に入社することがゴールではなく、入社してからがスタートです。入社後、新たな環境で活躍し、事業の発展に

貢献すること。仕事を通して自分自身のさらなる成長を実現すること。そして仕事とプライベート双方をより豊かにすることで、

充実した人生を歩んでいくこと。エンワールドでは、転職を入社の「瞬間」として捉えるのではなく、新たなキャリアへ一歩踏み

出したその時からはじまり、入社後も続いていく「道のり」として考えています。この道のりにおいては、時に素晴らしい出会い、

そして自分自身を成長させるチャンスがある一方、時に困難に直面することもあります。そんな皆さま一人ひとりの道のりを

一緒に歩んでいくパートナーでありたい。そして、入社後活躍の喜びを共に分かち合いたい。それが enabling success（入社

後活躍）をミッションとして掲げる、わたしたちエンワールドの想いです。

VISION
グローバル人材市場で、
最も尊敬されるリクルーティングパートナーになる
To become the most respected recruiting partner in the global talent market

We always place the success of our customers and colleagues ahead of our own.

Continuous Improvement, Customer Service, Quality, Integrity, Teamwork

How we act to achieveour mission & vision

MISSION : enabling success
転職希望者と企業の中・長期的な成功を第一に考える

CORE VALUES
継続的成長、カスタマーサービス、高品質、誠実、チームワーク

PRINCIPLES
ミッションとビジョンを達成するための行動指針

VISION

MISSION

CORE VALUES

PRINCIPLES

We’ll be at your side every step of the way

A career change isn’t over as soon as you step into the new job. If anything, the journey is just getting underway. The real excitement 

starts once you’re in the door, thriving in your new environment, contributing to your new team’s victories, and furthering your 

professional growth, all while continuing to pursue enriching personal goals for a ful�lling life. That’s why we don’t treat a new job as a 

single moment that comes and goes. At en world, we care about the journey as a whole, all the way from your earliest inquiries up 

through your �rst day on the job and beyond. It’s a journey that at times yields inspiring new encounters and chances for self-growth. At 

other times, it brings you face to face with new challenges to overcome. We’re here for both the highs and the lows. We’re prepared to 

stand at your side every step of the way, as you embark on your personal journey to a new and brighter career, and as you celebrate all 

the new joys of your ful�lling new role. That’s what enabling success means to us. That’s the mission en world is committed to when it 

comes to serving you.

enabling success
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We will strive to constantly improve

To be the best at enabling customer success in the recruitment world

en world started over 20 years ago as a small, private, entrepreneurial �rm that has now grown into the leading partner for global talent 

in Japan with reach across the APAC region. Since we started, en world’s values have been consistent and we have prioritized delivering 

the best service to our customers in the most honest and trustworthy way possible. en world’s consultants place the success of our 

candidates and clients at the forefront, always aiming to provide the most valuable consultation for someone’s next career step or a 

company’s next hire. While we are extremely proud of the journey we’ve been on, the destination is not a place where we will stop; we 

will strive to constantly improve. As we evolve and grow, as well as leverage our relationship with the larger en-japan Group, we will 

continue to maintain the core values and focus on our mission that allows us to be the best at enabling customer success in the 

recruitment world.

常に高みを目指して

President's Message

エンワールドは1999年、起業家精神あふれる小さな未上場企業としてスタートしました。それから20年余りを経て、アジア

太平洋地域に広く拠点を構える、グローバル人材に特化した人材紹介のリーディングカンパニーに成長しました。エンワールド

には創業以来、何よりも大切にし、守り続けている理念があります。それは、誠実と信頼に裏打ちされた最高のサービスを

お客様に提供することです。エンワールドのコンサルタントは、お客様の成功を常に第一に考えています。転職を目指す皆さまが

晴れやかに新しい一歩を踏み出せるように、採用企業の皆さまが素晴らしい人材に出会えるように、価値あるコンサルタント

サービスで支援することが、私たちの仕事です。皆さまのご支持を得て、エンワールドは順調に成長し、進化してまいりましたが、

私たちの努力に終着点はありません。これからも、さらなる高みを目指してまいります。一層の進化と成長を目指し、エン・

ジャパングループの一員としての強みを生かしながら、大切な理念の実現と、お客様の転職と採用を支える最高のパートナーに

なるという使命の達成に努めてまいります。

お客様の転職と採用を支える最高のパートナーでありたい

2004年、エンワールドの前身であるウォールストリートアソシエイツで人材紹介

のキャリアをスタート。2012年、同社を離れ、英国の多国籍人材紹介会社の日本

拠点を設立。2017年にエンワールドに戻り、代表取締役社長に就任。

ヴィジェイ・ディオール
代表取締役社長

Began career in professional talent recruitment in 2004 as part of Wall Street 

Associates K.K., the predecessor of en world Japan K.K. Departed in 2012 to establish 

the Japan base of operations for a British multinational recruitment �rm. Returned in 

2017 to serve as President and Representative Director after the rebranding to en 

world.

Vijay Deol
President and Representative Director
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1999

小さなホテルの一室から、世界へ

最も尊敬されるリクルーティングパートナーを目指して

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

以来、国内では大阪オフィス、名古屋オフィス開設を経て、現在ではアジア諸国に拠点を広げるマルチナショナルカンパニー

へと成長しました。2010年、エン・ジャパンのグループ会社となったことを機に、enabling success（入社後活躍）をミッション

として掲げ、「グローバル人材市場で、最も尊敬されるリクルーティングパートナーになる」ことを最大の目的とし、日々進化し

続けています。

en world Story

en world Japan K.K. New Era India

Consultancy Pvt. Ltd.

en world Recruitment 

(Thailand) Co., Ltd.

Navigos Search

Grown from one tiny hotel room out onto the world stage

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

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

global talent with internationally-minded businesses. Since then, we’ve solidi�ed our presence with two o�ces in downtown Tokyo, 

expanded domestically with o�ces in Osaka and Nagoya, and grown into a multinational operation with footholds across Asia. In 2010, 

on becoming part of the en-japan family, we implemented a new corporate mission of enabling success. As we move forward, we remain 

dedicated to seeking new heights, aiming to become the most respected recruiting partner in the global talent market. 
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ウォールストリートアソシエイツ株式会社設立

2005 大阪オフィスを開設

2006 派遣・契約事業 (現 Contract Professionals) を開始

2007 名古屋オフィスを開設

2010 エン・ジャパン株式会社の連結子会社になる

2012 エンワールド・ジャパン株式会社に社名を変更

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

2017 enPower (採用代行サービス(RPO) )のサービス開始

2013 ベトナム拠点として Navigos Group Vietnam Joint Stock 
Companyをグループ化
タイ拠点として The Capstone Group Recruitment and 
Consulting (Thailand) Ltd. 
（現 en world Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.）をグループ化

Established as Wall Street Associates K.K.

Opened Osaka o�ce

Opened Nagoya o�ce

Became a consolidated subsidiary of en-japan inc.

Company name changed to en world Japan K.K.

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

Began enPower services (Recruitment Process Outsourcing (RPO))

2019 エン・ジャパンの提供するHR OnBoardを全転職者を対象に
導入開始
東京に2つ目の拠点、東京オフィス2を開設

Began post-placement implementation of en-japan inc.’s HR OnBoard risk 
identi�cation service for all �lled positions
Opened Tokyo o�ce 2 as secondary base of operations in Tokyo area

Base of operations in Vietnam established with parent company 
acquisition of Navigos Group Vietnam Joint Stock Company
Base of operations in Thailand established with parent company 
acquisition of The Capstone Group Recruitment and Consulting 
(Thailand) Ltd. (presently branded as en world Recruitment (Thailand) 
Co.,Ltd.)

Began dispatch and contract hiring services (Contract Professionals)

沿革 History



Organizational success begins with a solid personnel strategy

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

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

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

belt and our very own in-house database of job seekers, carefully maintained and constantly updated, en world is here to put you in 

touch with worldwide talent of the highest caliber. Our job isn’t to �ll empty seats and call it a day. We’re about getting to know your 

organization, your long-term visions and plans for growth and sustainability, so that we can aid your hiring process in a way that both 

complements your strategy and results in a satis�ed and productive new hire. We’re a Japanese company thoroughly versed in the local 

market, and at the same time, our multicultural background gives us a global perspective. We’re able to smooth the post-placement 

experience for all parties involved, bridging the gaps between Japanese workplace culture and expectations in other parts of the world. 

Just take a look at our own team: en world itself aspires to be a bastion of diversity and inclusion as we forge the way ahead. 

人材に関わるあらゆる課題をサポートします

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

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

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

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

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

日本と世界のビジネス文化の違いに対しても、エンワールドが架け橋となり、そしてわたしたち自身がダイバーシティ＆イン

クルージョンの先進企業としてリードしていけるよう、様々なチャレンジを続けていきます。

企業の成功は人材戦略から

Our Services
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各サービスがクロスボーダーしながら、業界トップクラスのデータベース、
独自のネットワークを活かして、企業と人材の最適なマッチングを行います。

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

発展してきました。幅広い業種のお客様に優秀なグローバル人材をご紹介する

ことは、現在も当社の中心的サービスのひとつです。エンワールドのコンサル

タントは主要な職種と業種の両方に精通していますが、当社が他社と異なるとこ

ろは、きめ細かいコンサルティングを通じて、お客様の人材採用の成功はもちろん、

採用される方の長期的な活躍も目指している点にあります。

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

to clients across a range of industries has always been one of en world's key services. 

Our consultants specialize both in key job functions and industry sectors but where en 

world separates itself from the competition is in its focus on providing a highly 

consultative service, aiming not only for our clients to successfully hire talent, but for 

the candidates we place to add value long term as a result.

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

リーダーをご紹介するサービスです。当社の継続的かつ独自のサーチにより、お

客様とともに、企業の文化、事業、目標を深く理解し、ビジネスに最大の貢献をも

たらすリーダーの発掘、勧誘、獲得を目指します。またカルチャーマッピングを活

用し、従来のターゲット層のみならず、新しい経験やスキル、多様なバックグラン

ドを持ち合わせた人材、そしてより良い企業文化を醸成させ、ビジネスを発展さ

せられる最適なリーダーをご紹介します。

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

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

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

and goals to ensure the leaders who can make the greatest positive impact to the 

business are identi�ed, attracted and acquired. Through our 'Culture Mapping' process 

we identify candidate pools beyond the obvious targets and from diverse 

backgrounds who can bring new experiences and skills, while enhancing your culture.

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

専門的な人材の獲得や、ハイレベルなオペレーション業務に課題をお持ちの

お客様をご支援しています。優れた国際感覚を持ち、日本語と英語に堪能なバイ

リンガル人材など、求められる技能を備えた候補者を迅速にお探しします。幅広い

業種、そしてマルチスキルをカバーする人材ネットワークから、重要なミッションや

プロジェクトを推進できる人材、専門的な技能を持つ人材をご紹介することで、

グローバル企業のビジネスをサポートしています。

Contract Professionals
en world Contract Professionals is a dedicated contract sta�ng solution provider, 

servicing clients experiencing specialist hiring and high-level operational challenges. 

We specialize in sourcing quali�ed candidates at short notice, who are suited to 

contract opportunities, possess a global mindset and are bilingual in English and 

Japanese. Our network of talent covers multiple skill sets across a variety of industries 

to help drive mission critical projects and technical operational requirements for en 

world Japan's global clients.

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

包括的なソリューションを、日本市場に向けて提供し、発展を遂げてきた採用代行

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

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

活用しながら、世界でもとりわけ人材不足が深刻な日本市場で、企業の採用活動を

支援し、開始以来わずかの間に日本最大級の採用代行サービスへと成長しました。

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

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

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

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

quickly grown to become the largest RPO provider in Japan, helping our clients win in 

the world’s most talent-short market.

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

the ideal match for each organization and working professional
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あらゆる業種・職種が網羅された専門チーム
ソーシングから入社後のフォローアップまで一貫してサポートします

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

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

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

Industry &
Functional Specialties

業種 Industry Coverage

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

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

Technology (Hardware, Software)

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

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

Consulting

ライフサイエンス (医療機器、医薬品、動物衛生、農業科学) 

製造業/工業(化学、自動車、機械、精密機器)

IT (ハードウェア、ソフトウェア)

消費財 (FMCG、ファッション&ラグジュアリー、ホスピタリティ、広告)

金融サービス(証券、銀行、保険、資産管理、不動産)

コンサルティング

職種 Functional Specializations

Sales & Marketing

Engineering

Research & Development

Accounting / Finance

Human Resources

Corporate Services (General A�airs, Administration, Personal Assistants)

Legal & Compliance

Supply Chain Management / Procurement

Information Technology

営業およびマーケティング

エンジニアリング

研究開発

経理/財務

人事

コーポレートサービス(総務、アドミニストレーター、秘書)

法務およびコンプライアンス

サプライチェーンマネジメント/調達

IT

Professional service that goes beyond expectations

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

en world consultants are thoroughly versed in an expansive array of industries and professional disciplines. They o�er one-stop support, 

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

consultant. You’ve got the power of an entire team. We continually coordinate information about openings and potential hires, 

operating such that all our clients, both employers and job-seekers, have the best pool available to �nd that perfect match.
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エングループのサービス /  en group services

 / Recruiting services求職者向サービス

 / Corporate services企業向けサービス

Corporate Information

東京本社

名古屋オフィス

大阪オフィス

〒104-0031　東京都中央区京橋3-1-1東京スクエアガーデン12階

〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階

〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田3-3-45マルイト西梅田ビル4階

TEL:03-4578-3500

TEL:052-990-2060

TEL:06-7777-1350

会社名

設立

代表取締役社長

Web site

エンワールド・ジャパン株式会社

1999年

ヴィジェイ・ディオール

https://www.enworld.com/

Tokyo O�ce

Nagoya O�ce

Osaka O�ce

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

8F RICCO Sakae, 3-14-7 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0008

4F Maruito Nishiumeda Building, 3-3-45 Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0001

TEL:03-4578-3500

TEL:052-990-2060

TEL:06-7777-1350

Company Name

Established

President

Web site

en world Japan K.K.

1999

Vijay Deol

https://www.enworld.com/en

(Headquarters)
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