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Relaunch of recruiting brand Gaipro 

G&S Japan K.K. www.gs-japan.jp, a member of the G&S Asia Group specializing in Executive 

Search and Corporate Consulting in Asia for predominantly German, Swiss and Austrian SMEs, 

has relaunched its recruiting brand “Gaipro” (Gaishikei Professionals) www.gaipro.com. 

This strategic move is to serve the increasing need for bilingual professional in mid-management 

and specialists positions, such as sales engineers and office managers, in particular, catering for 

females looking for part-time opportunities with focus on better work-life balance commonly 

found in the European business model. The aging population in Japan will continue to put 

pressure on the Japanese economy and more flexible working models are required such as in 

Europe, where it is common that 60 or 80 % part-timers work with full responsibilities, benefits 

and competitive salaries, unlike the Hakken system in Japan. In particular, mothers in Japan are 

often highly qualified, skilled and fully bilingual but struggle to find job opportunities working at 

60 or 80 %, as Japanese companies requiring long office hours, and not providing good work-life 

options, such as flex time, or work from home days. Foreign affiliated companies in Japan are 

often more flexible and willing to offer part-time opportunities, which are well practiced at their 

headquarters. 

 

About G&S Japan K.K. 

G&S Japan K.K. was established in year 2005 and it is a founding partner of G&S Asia Group 

which has offices in Asia, Europe and the United States. G&S Japan K.K. is a highly specialized 

corporate consulting and retained executive search firm, predominantly supporting privately 

owned German and Swiss businesses in Japan. The service360 from G&S Japan K.K. offers 

outstanding value added services via a single point of contact to source specific needs on behalf 

of our clients. Our corporate mission is to provide outstanding service to our clients with an aim 

to build and maintain a long-term, trustworthy relationship. 

 

Contact 

G&S Japan K.K. 

Email info@gs-japan.jp 

URL: www.gs-japan.jp 
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プレスリリース 

Gaiproサイト・リニューアルオープンのお知らせ 

 

G&S ジャパン株式会社は G&S アジアグループの一員であり、ドイツ・スイス・オーストリアの中小企業向けのエグ

ゼクティブ・サーチ、コーポレート・コンサルティングに特化しています。 

この度弊社は G&Sジャパン・ブランドの「Gaipro」（外資系プロフェッショナルズ）ウェブサイト www.gaipro.com

をリニューアルし、新たにオープンすることになりました。 

 

セールスエンジニアやオフィスマネージャーなど、ミドルクラス、スペシャリストのバイリンガルプロフェッショナ

ルへのニーズはますます高まっており、Gaiproはそのような企業のニーズに応えるためにスタートしました。 

Gaipro では特により良いワーク・ライフ・バランスを重視したヨーロッパ式のパートタイムで働きたい女性のための

ポジションに力を入れていきたいと考えています。 

 

高齢化は日本の経済に深刻な影響を与え続けており、よりフレキシブルな働き方が求められています。ヨーロッパで

は日本の派遣システムとは違い、60％または 80％の仕事量で働くパートタイマーが正社員同様の責任を任せられ、正

社員に劣らない社会保障や給与を得られる働き方が一般的になっています。 

日本では特に子育て中の女性に非常に優秀な方が多くいらっしゃいます。多くの女性はスキルがあり、バイリンガル

でありながらも、家庭との両立が困難なため、良いお仕事に恵まれないという状況があります。日本企業では一般的

に長時間勤務を求められ、フレックスタイムやホームオフィスなど、ワーク・ライフ・バランスの良い選択肢もあま

りありません。一方外資系企業は多くの場合、よりフレキシブルであり、ヨーロッパ式のパートタイム勤務をご提案

することができます。 

 

 

[G&Sジャパン株式会社について】 

G&Sジャパン株式会社はアジア、ヨーロッパ、アメリカにオフィスを持つ G&S Asiaグループの共同設立者であり、

2005 年に設立されました。G&S ジャパン株式会社は高い専門性を持ったコーポレート・コンサルティング、エグゼ

クティブ・サーチ会社であり、主にドイツ、スイスなどのオーナー企業の日本でのビジネスをサポートしています。

また、G&Sジャパンのサービスの一つである Service360は個々のお客様の特定のニーズに応えるサービスを提供し

ています。G&Sジャパン株式会社は、お客様に常に優れたサービスを提供し、長期に渡る信頼関係を築くことを企業

理念としています。 

 

【お問い合わせ先】 

G&Sジャパン株式会社 

Gaipro お問い合わせ: info@gaipro.com 

G&Sジャパンお問い合わせ：info@gs-japan.jp 

URL: www.gs-japan.jp 
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