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OUR STORY [ 物語 ]

YUIMEの物語は沖縄の青空にそびえ立つ一本の高い煙突から始まりました。

日本という国の存在意義と精神が農業に根付いていることに強く感銘を受
け、農業を守る、日本を守るために農業支援事業への参入を決意しました。
農業の慢性的な人材不足を解消することは容易いことではありません。私
たちは日本人はもちろん外国人材の双方を雇用することで新しい道を切り
開こうとしています。

2019年にはその業績が認められ、国家戦略特区の「特定機関」として認定
を受け、その実績から特定技能でも農業分野への外国人派遣が可能となり
ました。また特定技能登録支援機関としても認定されました。

私たちは沖縄から全国へと広がった農業人材支援企業のパイオニア的存在
として日本の第一次産業の必要性と可能性に真っ向から向き合い、支え、
新たな1ページを切り拓いていきます。



[YUIMEとは ]

沖縄県内9島10か所合計160名

沖縄サトウキビ事業の展開実績

特区認定により外国人材派遣事業開始

2013-14年

2015-16年

2018-19年

南大東島で10名紹介スタート

2012年 株式会社エイブリッジ設立

カンボジア・ベトナムを中心とした
百名単位での勤務開始予定

国家戦略事業 特区認定企業認定

特定技能1号 農業分野 受入スタート2019-20年

過酷な環境でも他業種に見向きもせず、⾧期継続していることで信頼を得る。

伊平屋島

年度 人数

2018年度 1名

伊是名島

年度 人数

2018年度 4名

南大東島

年度 人数

2013年度 10名

2014年度 30名

2015年度 35名

2016年度 35名

2017年度 35名

2018年度 45名

うるま市

年度 人数

2017年度 11名

2018年度 13名

伊江島

年度 人数

2014年度 2名

2015年度 4名

2016年度 8名

2017年度 7名

2018年度 7名

粟国島

年度 人数

2014年度 4名

2015年度 14名

2016年度 14名

2017年度 16名

2018年度 15名

小浜島

年度 人数

2018年度 2名

西表島

年度 人数

2016年度 4名

2017年度 20名

2018年度 19名

与那国島

年度 人数

2015年度 65名

2016年度 40名

2017年度 40名

2018年度 54名

YUIME株式会社へ社名変更



[特定技能1号 外国人材派遣＆登録支援]

国家戦略事業 特区認定企業 特定技能 登録支援機関認定

2019年1月30日付で、
国家戦略特区の「特定機
関」として認定を受けまし
た。
厳しい審査をクリアできた
企業にのみ認められる認定
です。

特区認定企業として認可されているため、
特定技能農業分野での外国人派遣が可能！

外国人材派遣可能な企業

特区での実績や、過去YUIMEで外国人受入のサ
ポートを行ってきた実績が認められ、2019年6
月7日に登録支援機関として認定されました。

●介護 ●ビルクリーニング ●素形材産業
●産業機械製造業 ●電気・電子情報関連産業

●建設 ●造船 ●舶用工業●自動車整備 ●航空
●宿泊 ●農業 ●漁業 ●飲食料品製造業 ●外食業

外国人材の支援が可能な企業

農業以外の分野でも実績多数あり！

全国でも両方できるのは限られた企業のみ！
実績も全国で多数あり！



[ 農業での全国産地間連携 ]

エリア別 繁忙時期

地域・時期によって、必要な人員（労働力）の片寄りが
発生。通年雇用は厳しいのが現状。

全国YUIMEネットワークと連携

収穫期・繁忙期のみ派遣受入することにより、
農家の経済的負担を極限まで減らすことが可能

各地の繁忙期にあわせて、日本人・外国人材がともに勤務を行います。



[ 繁忙期の現場派遣体制 ]

作業スタッフ

リーダー

一日の出荷量に対し、スタッ
フの人数、配置、時間管理、
個々の選別スキル・処理ス
ピードなど、全体を把握しな
がら、数値を見ながら選果場
を運営

選別方法を遵守し、作業ス
ピードを上げていけるようサ
ポート。
また、選果場内の周りの状況
を見ながら対応が進めるよう
に教育

選果場

3年～

1～2年

出荷量に応じ、スタッフの作業効率UPを図る

リーダー

作業スタッフ

1日に必要な収穫量や天候など
をもとに、その日の作業内容
を決定。選果場の状況も見な
がらスピードも考慮し収穫を
していく

収穫機の上や、カマを使った
収穫作業を行う

圃場

3年～

1～2年

育成状況や出荷作業に対し臨機応変な作業を行う



YUIMEの強み
他社とYUIMEはココが違います

圧倒的
労働力

YUIMEは、全国から人材を供給することで対応。
また国家戦略特区認定のため、外国人材による
戦力増強にも対応可能

圧倒的
リーダ数

5年以上実務・運営経験を保持するリーダーを男
女問わず育成。永続的な農業支援、作業効率UP
につなげます

農地拡大
耕作放棄地を活用し、人材はYUIMEで、農家は
営農および番頭人材の確保に注力することで
農地拡大および経営基盤の安定に注力する

いまは人材には困っていないという場合も、今後の農業事業拡大において

人材から運営支援まで行っているYUIMEと組むことはメリット大です！

３
STEP

２
STEP

１
STEP Point!



和田農園

和田政司 様
YUIMEより前にお願いしていた地域
の派遣会社さんだと、派遣スタッフさ
んしか農場にいらっしゃいません。

YUIMEは、派遣スタッフさんととも
に社員の方も農場に来てくださって、
一緒に作業します。だから、来てくだ
さるスタッフさんに期待する内容も伝
えやすいし、YUIMEさんにもイメー
ジしていただきやすい。一緒に栽培計
画を考え、人材の育成計画も立てられ
るんです。

WHY YUIME [ なぜ YUIMEなのか？ ]

北海道グリーンパートナー

高田清俊 様
“派遣で農業できない”というのが我々
の考え方。とはいえ、繁忙期との差が
あって、派遣業者に頼むしかない、と
いう事実もある。

そんななかで出会ったのが、YUIME。

我々から見れば、YUIMEは派遣会社
ではない。派遣会社の枠にはおさまり
きらない、特別なものを感じています。

稲畑産業

武藤正敏 様
YUIMEのスタッフには畑の雑草とり
から収穫作業とあらゆる作業をしても
らい、頼りにしています。

特に助かるのは、トラクターの運転の
ようにテクニックが必要な場面です。

YUIMEのスタッフはそういう技術も
持っているので、他の会社の派遣の方
には任せられないような部分でも活躍
してもらっています。

※第10回 農業Week YUIMEブース 公開取材より抜粋



【 YUIMEの強み/ 外国人材の受入れ数・スピード】

入国緩和措置により、外国人材が続々入国！
カンボジア特定技能外国人材合計38名入国・勤務開始

最短約2週間で入国可能

2020年10月3日 16名入国

ベトナム入国待ち
50名

YUIMEは毎月多くの
特定技能外国人が入国

2020年10月15日 6名入国

2020年10月19日 16名入国

入国後14日間の隔離中、
日本語勉強（読み書
き）や仕事について
オンラインレクチャー

を実施

隔離後、就業先へ
移動

入場オリエンテー
ション

カンボジア入国待ち
6名

＋



■本社
〒107-0062 東京都港区青山1-21-11 BASEビル
TEL:03-6434-7111 FAX:03-6434-7112

■沖縄支社
〒900-0005 沖縄県那覇市天久1-27-22 アガスティーア1F
TEL:098-943-8908 FAX:098-943-8909

■問い合わせ先
contact@yuime.co.jp

■ホームページ
https://www.yuime.co.jp/

【会社情報 / お問い合わせ】

■社名
YUIME株式会社

■資本金
40,000,000円

■役員
代表取締役：上野 耕平
取締役：前田 洋
取締役：江城 嘉一
取締役：髙橋 一平

■許可番号
◎労働者派遣事業許可番号派13-305217
◎有料職業紹介事業許可番号13-ユ-305689
◎国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(47-02)
◎特定技能 登録支援機関登録番号19登-000433


