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About Us:   

Since 2020, JBSSW INSTITUTAE have been conducting Japanese language training and 
specific work training for specific skills.  I also work as a consultant providing skilled 
manpower to the Japanese market and consulting business development between Japan 
and Bangladesh.  We maintain strong relationships with Bangladeshi and Japanese human 
resource organizations. 

Through this organization, we provide a skilled workforce to the Japanese market.  
Mainly, there are always human resources with skills such as IT, programmers, network 
engineers, web development, software engineers, graphic designers, mechanical 
engineers, architecture, project managers, nursing care / accommodation industry, hotel 
management, etc. 

 

Our Mission & Vision: 

We provide employee skills training (IT, healthcare, hospitality, retail sector) and provide 
measurable returns for employers and young people.  Contribute to sustainable youth 
employment through innovative, replicable and scalable youth employment models 

 

About the industries we can handle: 

Nursing care, construction industry, shipbuilding/ship machinery industry, automobile 
repair/maintenance industry, aviation industry, lodging industry, Restaurant and hotel 
management industry 

 Activities we do: 

  1. Japanese language training (level-N5, N4, N3, N2, N1) 

  2. Specified Technical Intern Training 

  3. Consulting that provides skilled human resources to Japan 

  4. Provision and maintenance of networks between Japan and Bangladesh. 

日本語研修や特定技能の特定業務研修を、2020年から実施しています。日
本市場に熟練した人材を提供し、日本とバングラデシュ間のビジネス開発
をコンサルティングするコンサルタントとしても働いています。 私たち
は、バングラデシュと日本の人材組織との強い関係を維持しています。

　この組織を通じて、熟練した労働力を日本市場に提供しています。 主
に、IT、プログラマー、ネットワークエンジニア、WEB開発、ソフトウェ
アエンジニア、グラフィックデザイナー、機械エンジニア、建築、プロジェ
クトマネージャー、介護・宿泊業界、ホテル経営などのスキルを持った人
材が常にネットワークにいます。

私たちは、従業員のスキルトレーニング（IT、ヘルスケア、 おもてなし、 
小売部門）を提供し、雇用主と若者に測定可能なリターンを提供します。
革新的で、複製可能で、拡張可能な若者雇用モデルを通じて、持続可能な
若者の雇用に貢献します。

（ 対応可能な業種 ）介護、建設業、造船・船舶機械業、
　自動車修理・整備業、航空業、宿泊業、  外食産業

１、日本語研修（レベル− N5, N4, N3, N2, N1）
２、特定技能実習
３、熟練した人材を日本に提供するコンサルティング
４、日本とバングラデシュの間のネットワークの供給と維持
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  5. Cooperation with Japanese institutions of higher education 

  6. Arranging employment opportunities with Japan-based multinational companies 

 

Why do you choose Bangladesh? 

Bangladeshi workers have the necessary skills and attractiveness to succeed in the 
Japanese market.  Bangladesh is one of the most populous countries in the world.  It is a 
developing country that can meet the labor needs of rich countries and where labor is still 
cheap, even by international comparison.  Our citizens are hardworking, honest and 
intelligent. 

Over the last few years, agency work from Bangladesh has grown significantly.  There are 
many reasons for this.  Per capita income is one of the lowest in the world.  You can 
mobilize a large amount of personnel in a short period of time and prepare for dispatch.  
It is fast and adapts to changing working conditions. 

Today, Bangladesh is one of the youngest countries in the world, with 65% of young 
people between the ages of 20 and 35. 

To capitalize on this demographic advantage, the Bangladesh government launched Skills 
Her Bangladesh Mission during wartime to provide the country's youth with a skill set that 
would make the youth employment environment more accessible and productive. This 
has made millennials job-ready, productive and efficient, accelerating the country's 
growth. 

Our Strength: 

1. Regarding the technical intern trainee system, JB SSW will identify human  
resources who have more than one year of work experience in her specialized field 
and provide training in Japanese language and culture. 

2. Technical Intern Trainee Selection and Selection Process: JBSS is a large network of 
master trainers and industry experts with the most appropriate selection criteria 
and procedures designed to recruit the best talent in the country.  

3. We also work with many language institutes to share our knowledge and  
outsourcing of SSW personnel. 

５、日本の高等教育機関との連携
６、日本を拠点とする多国籍企業での雇用機会の手配

バングラデシュの労働者は、日本市場で成功するために必要なスキルと魅
力を備えています。 バングラデシュは、世界で最も人口の多い国の １つで
す。 豊かな国の労働力のニーズを満たすことができ、国際的に比較したと
しても、労働力が依然として安い発展途上国です。 私たちの市民は勤勉
で、正直で、知性があります。
 ここ数年、バングラデシュからの人材派遣は大きく成長しました。 これに
は多くの理由があります。 一人当たりの所得は、世界で最も低い国の 1 つ
です。短期間で大量の人材を動員し、派遣の準備を整えることができま
す。 高速で、変化する作業条件に適応します。
 今日、バングラデシュは世界で最も若い国の１つであり、若者の65％が20
歳から35歳です。

 この人口学的優位性を利用するために、バングラデシュ政府は戦時中にス
キル バングラデシュ ミッションを立ち上げ、若者の雇用環境をより利用し
やすく生産的なものにするスキルセットを国の若者に提供しました。 これ
により、ミレニアル世代の仕事の準備が整い、生産的かつ効率的になり、
国の成長が加速されました。

私達の強み
１、技能実習生制度については、JB SSW は、専門分野での実務経験が
　　1年以上ある人材を特定し、日本語と日本文化の研修を行います。

 ２、技能実習生の選考と選考プロセス： JB SSWは、国内で最高の人材を
　　採用するために設計された最も適切な選考基準と手順を備えたマスタ
　　ートレーナーと業界の専門家の大規模なネットワークです。

 ３、多くのランゲージ インスティテュートと連携し、SSW人材の知識と
　　アウトソーシングを共有しています。
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4. We work closely with the Japan Foundation and the Embassy of Japan in  
Bangladesh which is registered with our affiliates in Bangladesh. 

      5. Respond to interviews with employers and online interviews 

      6. JB works with SSW OF JAPAN He provides services to SSW Japan. 

      7. Preparations for the new status of specified skilled workers in Japan are also  

underway 

      8. JB SSW Institution Center is equipped with high-speed internet 

Web conferencing facilities for face-to-face interviews.  JB SSW Institution also 
encourages employers to upload videos of interviewed programs to improve viewing and 
assessment skills.  We are happy to help employers schedule interviews in this fast and 
cost-effective manner without any hassle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４、私たちは、国際交流基金およびバングラデシュの関連会社に登録され
　　ているバングラデシュの日本大使館と緊密に協力しています。
 
５、雇用主との面談、オンライン面談に対応

６、JBはSSW OF JAPANと協力してSSW Japanにサービスを提供
       します。

７、日本の新しい制度である特定技能の準備も進行中
 
８、JB SSW機関センターは高速インターネットを完備

 対面インタビューのためのWEB会議施設

JB SSWインスティテューションは、従業員にインタビュー用のビデオを
アップロードすることを推奨し、雇用主が閲覧して評価できるようにして
います。 雇用主が手間をかけずに従業員との面接をスケジュールできるよ
う、サポートも実施しています。
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Mamoru Raja 

 

 
Top Management: 
Name            : Mamoru Raja 
Designation : CEO 
E-mail: info.royalhawaiian@gmail.com 
Cell                : +81 80-4563-7787 
 
 
 
 

  
Japan Coordination Office: 

700-0901, 1-11 Honmachi, 
Kitaku, Okayma, Japan 
E-mail: info.royalhawaiian@gmail.com 
 

Office Address:  

71-72 Eskaton Garden Road 
Red Crescent, Borak Tower 17th Floor, Flat No. SW-17 Ramna, 
Dhaka-1000, Bangladesh 
 
Project Address: 
South Dhaka Japanese IT Industrial Park 
Hatimara, Munshiganj, Dhaka 
Bangladesh 
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SOME PICTURE OF EARLIER ACTIVITIES/PROJECTS 
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