


日本で就職活動をする留学生の皆さまへ

留学生の皆さま、こんにちは。
本書「共立・桜」は、日本での就職活動をわかりやすく解説した留学生のための就職
ガイドブックです。

いきなりですが、質問です。
「就職活動は何のためにするのですか？」
皆さんは何と答えますか？

「内定を取るためです」
確かに、それは間違ってはいません。しかし、もっと正しく答えると
「自分の夢を叶えるため」
これが正解です。

どの企業でもいいから、とにかく内定がほしいのでエントリーする、という姿勢は、
企業の人事担当にも伝わります。そういう学生は、なかなか内定がもらえません。
なぜなら、その人が何をしたいのか、企業側も分からないからです。自分は何をしたく
て、将来の夢は何で、どんな仕事で社会に役に立ちたいのか。それを整理し、企業にそ
の想いを伝えることが、真の就職活動です。そして、その想いは、人事担当に必ず伝
わります。

今やビジネスはどんどんグローバル化され、インターナショナルで活躍できる人材は、多
くの企業から求められています。しかし、だからといって留学生の就職が簡単という
ことではありません。

日本の就職活動はおそらく自国の就活とは異なります。WEBエントリーや会社
説明会、SPIテスト、グループディスカッション、数度の面接など、多くのハードルを越
えていかなければなりません。

また、数多ある業界や企業の研究や自己分析など、どの会社にエントリーすべきか
も、じっくり分析する必要があります。

しかし、多くの留学生の先輩たちは、日本で学び、日本で就職し、活躍しているのも
事実です。

自分の将来の夢や希望をあきらめることなく、余裕を持って取り組めば、希望の仕
事に就ける可能性は大いにあります。それは、先輩諸氏が証明してくれています。

本書は、日本の就職活動の全体像、スケジュール、準備すべきこと、各フローでの
コツ、企業や先輩の生の声などをまとめた留学生のための一冊です。悩んだり苦労
したり挫折を乗り越えて内定を勝ち取った先輩たちの声は、自分が悩んだ時の参考
になると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

「共立・桜」は、文字が読みやすいよう、文庫サイズから一回り大きなサイズになり
ました。いつでも読み返して、内定までの手引きにしていただければ幸いです。

皆さまが希望の企業に就職できるよう、私たちは応援しています。

ご挨拶

■ 就職活動の目的

■ 「共立・桜」とは

一般財団法人
共立国際交流奨学財団
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国 2010 2011 2012 2013 2014 2015
中国 4,874 5,344 7,032 7,637 8,347 9,847
韓国 1,205 1,209 1,417 1,227 1,234 1,288
ベトナム 167 242 302 424 611 1,153
台湾 279 302 352 360 514 649
ネパール 141 149 224 293 278 503
バングラデシュ 107 139 162 137 69 64
タイ 109 109 170 167 171 200
スリランカ 120 144 91 95 87 121
その他 829 987 1,219 1,307 1,647 1,832
合計 7,831 8,586 10,969 11,647 12,958 15,657

13,791

684 682
102 398

技術・
人文知識・ 国際業務
教授

経営・管理

研究

その他

3,311 

1,586 
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533 
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303 
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商業・貿易
コンピュータ関連
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電機
飲食業
機械
ホテル・旅館
旅行業
土木・建設
食品
運送機器（自動車等）
その他
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販売・営業
翻訳・通訳
技術開発（情報処理分野）
経営・管理業務
教育
設計
技術開発（情報処理分野以外）
海外業務
貿易業務
その他
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＊データ作成時のご注意＊
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 
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地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
東京都千代田区神田駿河台4-2-5 
トライエッジ御茶ノ水

設立 1986年8月1日 

資本金 1億円 

従業員数 670名 

事業内容 
通信会社向けに通信ネットワークの運用・保守・監視、構築・設計を行っておりま
す。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

社員の3％程度が外国人社員です。ほとんどの方はネットワーク関連の業務経験があ
りません。ただ、未知の分野に対して勉強する意欲のある方、スキルアップに前向
きな方が多いですね。ある方は、入社時通信ネットワークのことを全く知りません
でしたが、運用・保守業務を着実にこなしながら、入社３年目、４年目に次々に難
関資格を取得しました。今では運用・保守から設計・構築という難しい業務に異動
し活躍しています。 

募集情報 

募集職種 ネットワークエンジニア

勤務地 東京23区内 

仕事内容 

通信ネットワークのユーザー（法人）からの申告（例：通信ができない、速度が遅
い、通信ができたりできなかったりと不安定）に対して、英語、日本語を使って問
題の解決方法を案内していただきます。通信に関する知識は、弊社にて研修を行い
ますので全くゼロからでも結構ですが、情報工学、通信工学を学んだ方であれば、
業務を始めてからの立ち上がりは早いと思います。加えて重要なのが接客の経験や
コミュニケーション能力です。大手通信事業者が提供する通信回線を使用する世界
各国のユーザ企業からトラブルの申告を受け、解決に導いていただきますので、相
手の話の中から実際に発生していることを正確に把握し、適切な対処を説明する能
力が必要となります。

応募方法 
選考の流れ 

履歴書提出→書類選考→１次面接→２次面接 

雇用形態 正社員 

給与 205,000円 

外国人留学生の 
採用予定人数 

3人 

株式会社アイティ・イット 
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
北海道札幌市白石区東札幌5条 
2丁目4-30 

設立  1969年8月 

資本金  86億8,297万円 

従業員数  8,555名 

事業内容 

調剤薬局及びドラッグストアの経営。その他、医薬品卸や医療コンサルティングな
ど医療にまつわる様々な事業を行っています。ドラッグストア部門は、「らしく、
楽しく、美しく。」をコンセプトに「アインズ＆トルペ」を展開。北海道、関東、
関西などの都市圏を中心に出店を進めています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

正社員、アルバイト問わず多くの外国人スタッフが店舗に配属。特にインバウンド
需要の高い店舗では、外国人のお客様の通訳対応などで活躍。また、合わせて日本
人のお客様に対しても柔軟に対応しています。 

募集情報 

募集職種 販売職 

勤務地 
エリア（自宅から通勤希望）、ナショナル（全国転勤可能なキャリア志望）から選
択 

仕事内容 

■売場の責任者として自由なチャレンジを応援！ 
 発注、品出し、レジ業務などはもちろん、売場の責任者として売場の企画やPOP 
   などの工夫、プロモーションなどについて自ら考えて実施していただきます。自 
 由にチャレンジできる環境もあるので、個性が出て売場の価値を高めることがで  
 きます。 
■化粧品など取り扱いのある商品の知識が自分のものに！ 
 接客販売に対して重点的に取り組んでいます。メーカーや先輩社員による勉強会  
 を頻繁に実施しており、多くの商品知識を得ることができます。その知識で接客 
 での対面販売や通訳などに役立てていただいています。 
■多様なキャリアアップ 
 アインズ＆トルペのキャリアはステップアップしやすく、多種多様です。自分で 
 店舗マネジメントできる店長、店舗での販売商品を決められるバイヤー、店舗や 
 商品の魅力を世にPRする販売促進などたくさんのステージが用意されています。 

応募方法 
選考の流れ 

書類選考→1次面接→役員面接→内定 

雇用形態 正社員 

給与 

ナショナル：大卒 月給185,000円～205,000円 短大卒 165,000円～185,000円 
      都市手当（0～20,000円）地域により異なる  
      ※借上社宅制度あり（家賃の80％会社負担） 
 エリア ：大卒 月給185,000円～205,000円 短大卒 165,000円～185,000円 
      都市手当（0～20,000円）地域により異なる  

外国人留学生の 
採用予定人数 

約10人 

アイングループ  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
東京都品川区大崎1-5-1 
大崎センタービル 

設立  1963年10月 

資本金  33億2,390万円 

従業員数  364名/単体、902名/連結 

事業内容 

AOI Pro. は中核事業であるテレビＣＭ制作に加え、映画やドラマ、プロモーション
ビデオなどの映像コンテンツ、Ｗｅｂ、モバイル、アプリケーションなどのデジタ
ルコンテンツなどを手がける総合コンテンツ制作会社です。 国境を越えたグローバ
ルな制作にも数多くの実績があり、また作品のクオリティも国内外の広告賞を多数
受賞し、業界のリーディングカンパニーとして評価を得ています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2017年/2名（予定） 
海外事業部門、海外現地法人などで先輩が活躍中 

募集情報 

募集職種 AOI ASIA 海外要員 

勤務地 1～3年目/日本（東京） 4年目以降/アジア各国 

仕事内容 

日本にて３年程度映像制作・コーディネーション業務を経験したうえで、アジア各
国拠点に移り、現地にて制作・経営管理業務に携わります。 
求める人物像/映像制作に関する知識、経験、興味を有する方（例：芸術大学を卒業、
映像系科目を履修、課外活動で映像制作を経験、演劇の演出を経験 など） 

応募方法 
選考の流れ 

採用サイトからエントリー→ES提出→面接（複数回）→翻訳試験→内定 

雇用形態 契約社員（3年程度日本で就業のうえ、現地転籍） 

給与 初任給/240,000円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

2,3名 

株式会社AOI Pro. 
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 埼玉県羽生市東5-4-71 

設立  1936年（昭和11年） 

資本金  199億円 

従業員数  9,238人 

事業内容 

akebonoは、自動車・自動二輪車・鉄道車両・産業機械などの各種ブレーキ及びブレーキ
部品の研究開発・製造・販売を一貫して行う独立系ブレーキメーカーとして、1929年の
創業以来85年以上、社会に「安全・安心」を提供し続けています。ブレーキパッドやブ
レーキライニングなどの「摩擦材」、ディスクブレーキやドラムブレーキなどの「機構部
品」をグローバルで開発・製造し、世界13カ国で事業展開しています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

北米（アメリカ、カナダ、メキシコ）、アジア（中国、韓国、ベトナム、インドネ
シア、台湾、マレーシア、タイ、ネパール）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、
ポーランド、フランス、イタリア）、アフリカ（モロッコ）など 
※研究開発、生産技術、品質保証、営業、人事など、幅広い部署で活躍しています。 

募集情報 

募集職種 
【技術系総合職】 研究開発(摩擦材、機構、先行開発)、生産技術、品質保証など。  
【事務系総合職】 営業、生産管理、調達、財務・経理、人事・総務、広報、法務 
                         など。 

勤務地 
本社: 埼玉（羽生市）本店: 東京（中央区日本橋） 
製造拠点: 埼玉・山形・福島・岡山、国内営業所・海外拠点 

仕事内容 

・開発→摩擦材や機構製品に対するお客様のオーダーに応じて、製品やシステムの構想・
設計・試作・実験・評価を繰り返す。 
・生産技術→開発した製品に対し、最善の生産工法を検討する。 
・生産管理→お客様からの受注をもとに、工場での生産計画を立案しサプライヤーへ部品
を発注する。 
・営業→お客様との折衝にはじまり、車種に応じた要求仕様をまとめた価格を設定。開発
部門に要望を説明し、生産技術や生産部門に展開。納品に向けて徹底したスケジュール管
理を行う。 
・調達→戦略的な視点でお取引先の分析や開拓を行い、部品・材料を購入する。 
・品質保証→確実な安全性を提供するため、各部門でのルールづくりや市場における品質
管理法の紹介、国内外のグループ企業や協力会社への品質指導を行う。 
・財務・経理→会社に関わる数字を適正に管理していくのが財務・経理の仕事。資金繰り
をしつつ、各部署と連携を取りながら、予算と実績を適正に管理している。 
・人事・総務→各部門の業務を支えるのが人事･総務の仕事。人財の採用と教育、適正な
配置や評価、さらに給与や福利厚生面および働く環境の整備も人事・総務の重要な役割で
ある。 

応募方法 
選考の流れ 

会社説明会→書類選考→グループディスカッション・WEBテスト→面接（複数回） 

雇用形態 正社員 

給与 

【2016年4月初任給実績】  
◯大学院(博士)了  月給242,000円  ◯大学院(修士)了  月給222,000円  
◯大学卒   月給207,000円             ◯高専卒   月給182,000円 
昇給: 年1回（4月） 賞与: 年2回（7月・12月） 

外国人留学生の 
採用予定人数 

2～3名 

曙ブレーキ工業株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 東京都大田区西六郷4-34-12 

設立  1967年12月 

資本金  1億円 

従業員数 
 1,398名 男892名、女506名   
  （2016年11月末現在） 

事業内容 

＜事業内容＞ 
◆不動産会社間情報流通サービス ◆消費者向け不動産情報サービス  
◆不動産業務支援サービス 
アットホームは、人と住まいを繋ぐ「情報」を扱う不動産広告の会社です。 
全国約53,000店の加盟不動産会社や住まい探しをする消費者へ、不動産情報を提供
するというサービスを行っています。日本中の不動産物件情報を早く、正確に配信
するためのITシステムを自社で独自開発、運用しています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

中国、韓国、マレーシア出身の6名の社員が働いています。中には役職がある方もい
ます。大変意欲的な社員ばかりで、システム開発の現場で活躍しています。 

募集情報 

募集職種 システム開発職 ※プログラミング未経験者、文系大学出身者歓迎 

勤務地 アットホーム日比谷オフィス 

仕事内容 

◆アットホームでは不動産会社向けの不動産業務総合支援サービス「ATBB（アット
ビービー）」や、消費者向けの不動産総合情報サイト「アットホーム」をはじめ、
ITを駆使した数々のサービスを展開しています。それらのシステムを組み上げてい
くのがシステム開発の役割です。また、作ったら終わりではなく、実際に稼動した
後の保守や改修なども大切な仕事の一つです。自分の作ったものに長い期間、さま
ざまな形で携わっていきます。 
◆扱うシステムはとても大きいですが、開発案件は、一人ひとりの担当できる業務
に切り分けて、自分ひとりで進めていくスタイルです。 
◆時間をかけて教育をしていきますので、実務経験に不安のある方でも大丈夫です。 

応募方法 
選考の流れ 

『アットホーム 新卒採用マイページ2018』より会社説明会にお申し込みください。 
応募→一次面接→Webテスト→役員面接→内定！ 
※選考プロセスは変更になる場合がございます。 

雇用形態 正社員（試用期間3カ月） 

給与 【月給】178,000円～  

外国人留学生の 
採用予定人数 

5名程度 

アットホーム株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 東京都渋谷区桜丘町20-1 

設立  1978年10月16日 

資本金  15億8782万5000円 

従業員数  353名（2016年3月末） 

事業内容 

エンターテインメント業界におけるリーディングカンパニーとして、アーティスト
の発掘・育成・プロデュースを行うとともに、ファンクラブ運営、グッズ企画製作、
デジタルビジネス、映像製作、舞台制作、音楽出版、海外事業など、幅広い事業分
野を手掛けてきました。 
これからもアミューズは、今までのエンターテインメント事業の枠を遥かに飛び越
え、世界のエンターテインメントの中心でありたいと本気で考えています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

新卒採用では、2013年度に2名、2016年度に1名採用し、2017年度は1名の内定者
を出しました。 
キャリア採用も積極的に実施しており、2016年3月末時点で12名の外国籍スタッフ
が活躍しています!! 
韓国・台湾・中国（香港・上海）・シンガポール・アメリカ・フランス等、海外に
も拠点があり、外国籍社員は国内に留まらず、海外でも幅広い活躍をしています。 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 東京都渋谷区 

仕事内容 

◆アーティストマネージメント…ゼロからコンテンツを生み出すアーティストをプロデュ 
 ースし、世の中へ発信する 
◆ファンクラブ運営…会報の製作、限定コンテンツの企画制作、情報更新、お問い合わせ 
 の対応、会員管理業務 
◆アーティストグッズの企画・製作…アーティストのオフィシャルグッズの企画・製作・ 
 販売 
◆デジタルビジネス…PC・スマートフォン・携帯電話等のデジタルデバイスを利用し、  
 世の中にエンターテインメントを提供する 
◆ビジネスアライアンス…各企業とのCM 出演・協賛・業務提携など、双方の事業メリッ 
 トを見込んだ「連携」を作り、相互の協力関係を築きあげる 
◆映像製作…映画・ドラマの企画製作や出資参加、テレビ番組の企画・制作 
◆コンテンツ開発…アニメ関連事業及び新規ＩＰの企画を行い、世の中に新しいコンテン 
 ツを発信していく 
◆ライツマネージメント…アーティストが生み出す作品や楽曲の権利を管理するとともに、 
 それを活用することによりビジネスを創出する 
◆コーポレート…アミューズグループの各社・各セクションが機能するための基盤づくり 

応募方法 
選考の流れ 

Entry → 選考（複数回） → 内定 

雇用形態 正社員（試用期間3カ月） 

給与 初任給 年俸300万円 

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名 

株式会社アミューズ  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 
 WBGマリブイースト5階 

設立  1971年2月 

資本金  3億4800万円 

従業員数  350名（海外拠点含む） 

事業内容 

私たちイオンコンパスは、1971年にイオングループに誕生した旅行会社です。 
旅、ビジネスソルーション、イベントの分野においてクリエイティブな方向性の提
案、実現を目指すことを企業理念としています。グループの強みを活かして、法人
事業では流通視察ツアーやエコツアーを企画し、お客様の企業発展に貢献していま
す。現在、MICE事業、イベント通販事業、インバウンド事業など、旅行事業以外の
分野にも積極的に事業拡大を図り、更なる挑戦を続けています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2011年入社：1名、2014年入社：1名、2016年入社：1名                  
学校機関の海外交流事業やインバウンド事業の、旅行手配・添乗など幅広く活躍し
ています。 

募集情報 

募集職種 法人営業 

勤務地 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、千葉市 

仕事内容 

現在は、法人のお客様向けのお仕事が主力となっています。 
世界各国の最新ビジネス事情を知る視察ツアー、環境を考えるエコツアーなどを企
画・実施します。またBTM（＝Business.Travel.Management 出張サポートの提
供）や、MICE（セミナーや報償旅行、大型会議、展示会など旅行に付随したサービ
スの提供）など新事業にも力を入れており、イオングループ外の売上拡大に積極的
に取り組んでいます。 
特に近年のインバウンド需要を見込み、主にマレーシア・タイなどのアセアン、中
国からのお客様をターゲットとしたインバウンド事業の拡大を目指しています。 
仕事内容は多岐にわたりますが、共通しているのは旅行に関わる各種サービスを通
じて、お客様に貢献するということ。 
採用にあたって重視しているのは誠実さ。失敗を恐れず、チャレンジ精神旺盛な方
を歓迎します。 

応募方法 
選考の流れ 

まずはマイナビ2018（2017年3月1日オープン）で、エントリーをお願いします。
今後の選考会詳細は、すべてマイナビ2018よりご案内します。 

雇用形態 正社員 

給与 月額206,500円（2016年4月実績）  

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名 

イオンコンパス株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所  東京都港区北青山2-5-1 

設立  1949年12月1日 

資本金 
 253,448百万円] 
（2016年4月1日現在） 

従業員数  4,370名（2016年4月1日現在) 

事業内容 

伊藤忠商事は、1858年初代伊藤忠兵衛が麻布の行商で創業しました。現在はディビ
ジョンカンパニー制という組織体制を導入しています。「繊維」「機械」「住生
活」「情報・金融」「金属」「エネルギー・化学品」「食料」の7つのディビジョン
カンパニーがそれぞれの事業領域において経営の責任を負うとともに、総本社が全
社戦略の策定・総合管理を行うことで、ディビジョンカンパニーの自主経営と全社
戦略のバランスのとれた、効率性の高い経営体制を構築しています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

外国籍学生の採用については、日本国籍学生の採用と同様、あくまで「人物本位」
で実施。 

募集情報 

募集職種 総合職、事務職 

勤務地 入社時は主に東京、大阪を予定。その後は異動により、国内・海外全域 

仕事内容 
繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、保険、物流、建設、
金融の各分野において、国内、輸出入および三国間取引を行うほか、国内外におけ
る事業投資など、幅広いビジネスを手掛けています。 

応募方法 
選考の流れ 

エントリーシート提出→筆記試験→面接(複数回)→内々定 

雇用形態 正社員 

給与 
①総合職：学部卒240,000円／修士了275,000円(2017年4月予定) 
②事務職：四大卒205,000円 (2017年4月予定) 

外国人留学生の 
採用予定人数 

未定 

伊藤忠商事株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
東京都豊島区目白2-20-5 / 
2-20-5 Mejiro,Toshima-ku,Tokyo 

設立  2010年5月 / May 2010 

資本金  30百万円 / 30 Milion yen   

従業員数  160名 

事業内容 

民間学童保育（アフタースクール）・インターナショナルプリスクールの運営／
Operating an after-school program and Int'l pre-school in Tokyo 
都内を中心に12か所の施設で、保育園・幼稚園・小学校の放課後にお子様をお預か
りし、ご自宅へお送りするという民間学童保育を運営しております。また、午前中
～14時まで英語で小さなお子様をお預かりするインターナショナルプリスクール事
業も行っております。／With 12 facilities in the city, we operate an after-
schoool program for kindergarten through elementary school age kids, and 
an Int'l pre-school for small children from the morning until 2 PM. 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

外国人正社員3名・契約社員1名で、インターナショナルプリスクールで英語でのお
子様お預かり業務や、アフタースクール・アフターキンダーガーテンで英語講師を
行っております。 
We have 3 foreign full-time employees and a contract employee, who work 
in our international pre-school and after-school program as English teachers. 

募集情報 

募集職種 
インターナショナルプリスクール講師・英語講師  
International pre-school teacher／English teacher   

勤務地 主に東京都内／Mainly in Tokyo 

仕事内容 

インターナショナルプリスクールでは、2歳以上の小さなお子様を英語で9時～14時までお預か
りする業務を行っております。オールイングリッシュで様々なアクティビティを通して、小さな
お子様にネイティブの英語を自然に身に着けてもらいます。／At our international pre-school 
we take care of young children ages 2 and up from 9 AM until 2 PM. We allow young 
children to develop native English language skills through a wide variety of activities in 
an all-English environment. 
アフタースクール・アフターキンダーガーテンでは、3歳から12歳までのお子様を放課後にお預
かりしていますが、30分間英語でゲームをしたり歌を歌ったりと英語に親しむ時間「イング
リッシュタイム」や、１対１の英語プライベートレッスン、また４～１０名の英語グループレッ
スンの英語講師の業務を行っております。／In our after-school program we take care of 
children from ages 3 through 12 after they have finished their kindergarten or 
elementary school days. The teacher leads English activities including 30-minute 
""English Times"" for kids to enjoy games and songs in English, one-to-one English 
private lessons, and English group lessons for between 4 and 10 students. 

応募方法 
選考の流れ 

書類選考 → 面接（2～3回）→ アルバイト（6か月）→ 内定 
Document screening →  intervew (2 or 3times) → Part time work (6 months) → 
Full-time offer 

雇用形態 正社員または契約社員／Full-time epmloyee or Contract Employee 

給与 20万円以上（経験による）／200,000 yen or higher (depends on experience)  

外国人留学生の 
採用予定人数 

1～2名／1 to 2 people 

株式会社ウィズダムアカデミー  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所  東京都杉並区上荻2-37-7 

設立  1950年1月 

資本金  5,000万 

従業員数  143名 

事業内容 

「いらない」と「欲しい」につながる感動のサービスを！新しい物流サービスで
「環境問題」に寄与していきます。 
●物流（小口集配、貸切チャーター、家具家電の配送設置） 
●倉庫（保管・発送） 
●エコランド（使わなくなったモノの回収、オークション業務海外輸出） 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2013年1名、2014年1名 採用実績あり 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 東京 

仕事内容 

【ECO×ロジスティクス コンサルタント営業】 
エコランド・ゼロエミッションセンターの新サービスの運営・企画立案をしていただきま
す。また法人・個人を対象に、ロジスティクス全体のコンサルティング・アウトソーシン
グの提案も行います。 
【海外事業 】 
輸出先のマーケティング。海外への輸出商品のピックアップ、積み込み業務を行います。
将来は海外現地法人での駐在の可能性があります。 
【マーケティングスタッフ】 
事業戦略の立案におけるマーケティング及びプロモーションを行います。 
マーケット動向を分析し、戦略を立案し、コンサルタントがオペレーションできる仕組み
を構築します。 
【情報システムスタッフ】 
社内SEとしてロジスティクスとITの融合をサポートして頂きます。 
【本社管理部門スタッフ】 
人事、総務、経理、法務等のバックオフィス業務をして頂きます。 
【ドライバー】 
ルート配送・家電家具配送・不用品回収・チャーター便などお客様に一番近い仕事です。 
【倉庫管理】 
クライアントの商品管理、パート・アルバイトの方の管理をしていただきます。 
※配属後も本人の希望と適性により異動があります。  

応募方法 
選考の流れ 

【応募方法】マイナビ：
https://job.mynavi.jp/18/pc/search/corp72984/outline.html 
【選考の流れ】 
エントリー⇒説明会⇒面接（複数回）⇒業務体験⇒最終面接 
※履歴書、エントリーシート、作文の提出がございます 

雇用形態 正社員 

給与 大学生   210,000円  大学院生  230,000円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名 

株式会社ウインローダー  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 京都府京都市南区上鳥羽角田町68 

設立  1957年 

資本金  118億8,290万円 

従業員数 
 83,954名 
（2016年3月期グループ連結） 

事業内容 

ＳＧホールディングスグループは、純粋持株会社SG ホールディングスと、その傘
下にある佐川急便をはじめ、国内・海外法人で構成されています。事業領域は多岐
に渡り、コア事業であるデリバリー、ロジスティクスに加え、不動産、ＩＴ、人材
など、物流に強みを持つ様々な事業を展開しています。そのネットワークは海外に
も広がり、25ヶ国・地域に海外拠点があります。国際物流網が広がっており、世界
という大きな舞台で活躍できます！ 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

外国籍の社員採用歴は15年以上あり、2016年新卒入社のうち約2割は外国籍の学生
になります。 
外国人社員の担当業務例： 
①フォーワーディング：国内外の顧客の国際貨物をコーディネート。顧客ニーズに
より最適な輸送手段・物流管理を提案する。 
②コンサル営業：国内外の顧客ニーズを把握し、グループの強みを活かし、物流課
題を解決するソリューションを提案する。 
③物流現場マネジメント：顧客の商品管理に伴う物流現場のマネジメントを行い、
改善を提案。顧客の物流コスト削減や業務効率化に貢献する。 

募集情報 

募集職種 グローバルコース（総合職） 

勤務地 関東・関西・海外 

仕事内容 

企業のビジネス活動において、「海外から資材を調達し、海外で物を製造する」と
いった活動と”海外”は切ってもきれない関係となっています。私たちが提供するの
は、そんなグローバル化が進む企業の生産活動において、「いかに効率よく・生産
性高く、適切なタイミング・必要な形で、顧客の商品をお届けするか」といった物
流の効率化・物流コストの削減といったビジネスインフラに対するソリューション
提供になります。今回募集する「グローバルコース（総合職）」は、そんな国際物
流において、顧客の物流課題を解決する戦略パートナーとなります。ご入社後は、
グローバル人材として必要な経験を積んで頂くために、各事業会社で人事ローテー
ションをしながら、将来のグローバル市場を切り拓く人材としてご活躍いただきま
す。若いうちから海外に出て大きな挑戦をしたい！と考えている方はぜひエント
リーをお待ちしています! 

応募方法 
選考の流れ 

マイナビ上でエントリシートを提出⇒SPI⇒面談3回程度 

雇用形態 正社員 

給与 210,000円 ※2016年4月実績  

外国人留学生の 
採用予定人数 

10名～20名程度 

SGホールディングス株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
東京都港区芝浦3-4-1 
グランパークタワー 

設立  1992年12月 

資本金  124億円 

従業員数 
 5,500名（2016年3月31日 
   現在 NTTファシリティー 
   ズグループ連結） 

事業内容 建築物・電力設備のコンサルティング、企画、設計、保守、維持管理など 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2017年入社：1名  2016年入社：0名  2015年入社：2名  2014年入社：7名 
※ＮＴＴファシリティーズグループ連結 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 全都道府県、海外複数拠点 

仕事内容 

営業、エネルギーエンジニアリング、オペレーション＆メンテナンス、建築設計・
監理、ファシリティマネジメント・不動産、新規事業開発、研究開発、スタッフ部
門 
 
・エネルギー事業 
IT化が進展する現在、エネルギーシステムには、万一の停電や地震・災害時におけ
る信頼性と安定性、そして各企業やITシステムに効果的な運用が求められています。 
私たちは、コンサルティングから監視・保守・改善提案までトータルな視点で、最
適なエネルギー環境を築いていきます。 
 
・建築事業 
最先端のIT環境は、いまやオフィスビル・商業施設・公共施設など、あらゆる建物
の生命線となっています。 
私たちは、一級建築士事務所として培ってきた技術力とIT・エネルギー技術の融合
を加速させ、最新のインテリジェントビルや施設の企画・設計から維持管理のサイ
クルを、ビル・施設の資産価値向上、経営基盤の強化へ繋げていきます。 

応募方法 
選考の流れ 

マイページよりＷｅｂエントリー、適性検査、面接複数回 

雇用形態 正社員 

給与 修士：234,360円、学士：209,370円 ※東京都勤務の場合  

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名 

株式会社NTTファシリティーズ  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
東京都中央区日本橋本町1-9-4
ヒューリック日本橋本町1丁目ビル
9階 

設立  2014年 （創業2001年） 

資本金  112,600千円 

従業員数  910名 （2016年2月期 連結） 

事業内容 全国に展開している温泉旅館・ホテル・日帰り温浴・テーマパークの運営 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2016年度入社新卒社員 1名採用。                                            
今後は海外からのお客様も増えてくることが予想されておりますので、積極的に採
用活動を行っております。 

募集情報 

募集職種 温泉旅館・ホテルのサービススタッフ 

勤務地 全国30カ所の弊社温泉旅館・ホテル ※応募者の希望勤務地考慮 

仕事内容 
温泉旅館・ホテルの運営に関わる業務全般。 
入社後はまず、各部署の業務を経験します。（フロント・レストランなど）  
その後、本人の希望や適性を考慮し、各業務へ配属となります。 

応募方法 
選考の流れ 

選考をご希望の方は、個別に弊社までご連絡ください。今後の選考の流れについて
ご説明いたします。 
メールアドレス：saiyou@oom.jp 

雇用形態 正社員 

給与 
大学卒    189,000円（2016年4月実績） 
短大・専門卒 177,000円（2016年4月実績） 
高校卒    165,000円（2016年4月実績）  

外国人留学生の 
採用予定人数 

5名 

大江戸温泉物語株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
東京都渋谷区恵比寿1-20-8 
エビススバルビル6F 

設立  2000年6月 

資本金 
 11.99億円 

  （2016年8月末現在） 

従業員数  約150名 

事業内容 

その道の専門家を900名以上ネットワークし、月間総利用者数3,370万人の総合情報
サイト『All About』や、訪日外国人向け日本紹介サイト『All About Japan』を運
営、それに連動したインターネット広告事業、マーケティング事業を16年以上に渡
り展開している老舗ネットベンチャー事業企業です。第二創業期の今、サンプル
マーケティング事業、生涯学習支援事業など、多数の事業を展開しています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

弊社では中国、韓国、カナダ、ベトナムなど多国籍な外国人社員が活躍しており、
2017年4月にも中国人留学生が新入社員として入社予定です。 

募集情報 

募集職種 総合職／エンジニア職 

勤務地 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル6F 

仕事内容 

オールアバウトでは【総合職】と【エンジニア職】を募集いたします。 
【総合職】 
・グローバル事業の企画、編集職 
・広告主にメディア広告を提案する企画提案営業職 
・ガイドと呼ばれる専門家とともに、記事やコンテンツを作り出す編集職 
・サービスを考え、作り出し、分析し、パフォーマンスを改善する企画職 
・会社の経営を裏方からサポートする経営戦略・広報・人事などのスタッフ職 
【エンジニア職】 
・新規サービス開発や広告配信周りのweb開発エンジニア 
・オールアバウトの様々なサービスのトラフィックを支えるインフラエンジニア 
 

応募方法 
選考の流れ 

エントリーシート選考⇒面接複数回・適性検査⇒社長面接⇒内定 

雇用形態 正社員 

給与 
【総合職】学部卒・大学院卒：291,667円 
【エンジニア職】高専・学部卒：291,667円 大学院卒：316,667円 
※2017年4月入社新卒予定月給（弊社規定に基づく）  

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名 

株式会社オールアバウト  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前5-27-8 
Los Gatos 2F 

設立  2001年6月 

資本金  209,926,600円 

従業員数  3000人 

事業内容 

コミュニティを大事にする、カフェ、レストラン、居酒屋など、様々な飲食店のデ
ザインと直営をしています。日本国内に100店舗、海外に5店舗があります。主なブ
ランドは、WIRED CAFE, Moja, Public Houseなど。2017年から、ホテルも開業
予定。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

アルバイト：200名。正社員：5名。 

募集情報 

募集職種 カフェ・レストランのサーバーかキッチンスタッフ 

勤務地 首都圏内 

仕事内容 

アルバイト、もしくは新卒の最初の2年間： 
首都圏内の飲食店にて、カスターサービスやホピタリティを勉強しながら、サー
バーとして接客し、飲食店の運営を行う。料理好きな方は、キッチンにて、料理人
を目指して、調理する。 
 
新卒の3年目以降： 
マーケティング、プランニング、海外企画などに携わるチャンスもある。 

応募方法 
選考の流れ 

応募ページ：http://cafeinternship.tokyo/ 

雇用形態 アルバイト 

給与 時給：1000(アルバイト)、月給186,000円+残業代(新卒)  

外国人留学生の 
採用予定人数 

30名 

カフェ・カンパニー株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
 東京都港区新橋4-5-1  
 アーバン新橋ビル8階 

設立  2005年7月 

資本金  100,000,000円 

従業員数  220名 

事業内容 
・ホテル開発事業：ホテルの開発、商品企画、設計管理及び施工管理 
・ホテル運営業務：ホテル運営及び経営の効率化  
・ホテルコンサルティング業務：ホテル開発に関する総合的なコンサルティング 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

当社の採用は、年齢、性別、国籍、学歴、経験は一切不問。220名のパートナーの内、44
名（2017/1月現在）が活躍しています。 
国籍は一切関係ありません。外国人であっても責任ある立場で仕事をしているパートナー
がたくさんいます。 
当社は今後2017年7月から2年間で、全国で9棟1900室がOPENします。増え続ける海外
からのお客様を積極的に受け入れていきますので、皆さんの活躍する場は益々増え続けて
いきます。ホテル業に興味がある方はぜひともご応募してみてください。よろしくお願い
いたします。 

募集情報 

募集職種 フロント業務、レストラン業務 

勤務地 
熊本（大津、菊陽）、静岡（島田）、愛知（半田）、長野（茅野）、広島（福山）、 
三重（亀山）、東京（上野）、福岡（博多、天神）、千葉（千葉）、愛媛（松山） 

仕事内容 

◇フロント業務 
あなたにお任せするのは、フロントでのレセプション業務。 
ホテルの”顔”として、お客さまへの上質なサービスの提供に努めていただきます。 
【お仕事の紹介】 
■チェックイン業務 
まずはお客さまに笑顔でご挨拶。宿泊者カードにご記入いただき、ご予約のお部屋のキー
を渡してご案内します。 
朝食バイキングや浴場のことなど、館内のご説明もお願いします。 
■チェックアウト業務 
ご出発の旨をご確認し、キーをお預かりして精算を行います。 
またご利用いただけるよう、笑顔でお見送りしましょう。 
■予約業務 電話やメール、インターネットでの予約に対応します。 
■その他 
ホテル周辺の飲食店や観光地、交通環境などについてご質問を受けることがあるので、丁
寧にご説明してください。 
その他、館内清掃、電球交換、お客さまからのご要望への対応など、業務は多岐に渡りま
す。 
◇レストラン業務 
◎接客：朝食券の確認／ご案内／お見送り など 
◎キッチン：簡単な調理 など 
◎その他：朝食会場・キッチンの清掃／食器洗浄／できあがったお食事やドリンクの配置 
など 

応募方法 
選考の流れ 

会社説明会→1次面接→2次面接→内定 

雇用形態 契約社員 or アルバイト 

給与 契約社員：185,000円~ アルバイト：850円~1000円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

20名以上 

株式会社カンデオ・ホスピタリティー・マネジメント  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 東京都千代田区外神田2-18-8 

設立  1979年 

資本金  76億5,400万円  

従業員数  4,272名（連結） 

事業内容 
学生寮・社員寮（ドーミー）・ワンルームマンション（ドミール事業）受託事業／
ビジネスホテル（ドーミーイン）事業／リゾートホテル・癒しの湯宿事業 
シニアライフ（高齢者向け住宅）事業／その他前号に付帯する事業 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

外国人正社員数：44名 
外国人留学生新卒採用の実績：2016年度実績 15名 

募集情報 

募集職種 総合職、ホテル職 

勤務地 全国 

仕事内容 

【総合職】 
 ・企業や学校法人を対象とした学生寮・社員寮の提案営業 
 ・新しいホテルの開発や営業 
 ・企画開発、人事、広報、財務経理など 

 
【ホテル職】 
■接 客 ：フロント、レストラン、売店 
       当社運営のホテルにて主に宿泊されるお客様の接客対応業務になります。 
■運営管理：予約、エージェント営業、経理、総務、施設管理 
       予約の受付や販促等の運営に関する業務を行います。 

応募方法 
選考の流れ 

『リクナビ2018』よりエントリーをお願いいたします。 

雇用形態  正社員 

給与 【大卒・大学院卒】206,000円～ 【短大・専門卒】199,000円～  

外国人留学生の 
採用予定人数 

 約20名 

株式会社共立メンテナンス  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-8-17 
新鎌ヶ谷Ｆタワー8階 

設立  1971年4月 

資本金  9,800万円 

従業員数  約3,500名 

事業内容 ドラッグストア・調剤薬局のチェーン運営 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

外国人留学生新卒採用の実績：2012年卒より採用（7名） 

募集情報 

募集職種 総合職（ヘルシーアドバイザー職、ビューティーアドバイザー職） 

勤務地 東京都、千葉県、埼玉県の各店舗 

仕事内容 

◆総合職（ヘルシーアドバイザー) 
※「登録販売者」の資格を取得し、医薬品の販売業務も担当します。 
接客や店内プロモーション、スタッフ育成など、ドラッグストアの店舗運営に関わ
る業務全般を担当。幅広いフィールドでマネジメントスキルを磨き、キャリアアッ
プを目指します。 
 
◆総合職（ビューティーアドバイザー) 
※「登録販売者」の資格を取得し、医薬品の販売業務も担当します。 
ドラッグストアの店舗運営業務に加え、化粧品に関する全ての業務を担当します。
“外から”美を提供する化粧品、“内から”美を提供する医薬品・健康食品の販売が可
能。ドラッグストアだからこそ可能なトータルビューティの提案ができる美の専門
家です。 

応募方法 
選考の流れ 

リクナビ2018、マイナビ2018よりエントリー  

雇用形態 正社員 

給与 
【4大卒】月給：220,500円 【専門・短大卒】月給：201,000円 
 

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名 

株式会社くすりの福太郎  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 東京都立川市錦町5-5-35 

設立  1989年11月1日 

資本金  6000万円 

従業員数  42名 

事業内容 
粘着性品の印刷・加工・開発及び製造販売/粘着シート・テープの開発及び製造販売
/印刷インクの開発製造/転写シール（熱・溶剤・感圧）の開発及び製造販売/上記に
関するコンサルティング 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2000年卒より採用（9名） 
中国、およびスリランカ出身者が活躍 
第一期生は、現在中国蘇州工場の総経理として活躍 

募集情報 

募集職種 海外営業・技術開発 

勤務地 東京都立川市 

仕事内容 

海外営業：主に中国、韓国、台湾およびASEANの顧客向けに、海外営業として、現
地出張などを行うBtoBの提案営業を行ってもらう。当初は先輩社員と同行しながら
仕事を覚え、早期に独り立ちを目指してもらう。 
技術開発：顧客からのニーズに基づき、あらたな機能性フィルムの開発を行い、顧
客への提案を行う。 

応募方法 
選考の流れ 

書類選考後、面接3回 

雇用形態 正社員  

給与 180,000円~  

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名 

株式会社コスモテック  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所  東京都江東区新木場1-7-22 

設立 
 創業／設立  
   1937年10月／1949年2月15日 

資本金 
 31億9,575万7,500円 

   (2015年3月期) 

従業員数  1,662名(2016年4月現在)  

   ※グループ会社への出向社員含む 

事業内容 

創業79年の歴史を誇る、住宅建材卸売業界で圧倒的な実績と知名度のジャパン建材
(株)を中核としたホールディングスカンパニー。『快適で豊かな住環境の創造』を
JKグループ全体の経営理念として掲げ、より良い住宅資材を、適正価格で、お客様
の要望される場所にお届けすることを目標に事業活動を展開しております。ただモ
ノを流通・販売するだけでなく、様々な営業支援を行う事で、お客様との『共存共
栄』を図っています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

（採用実績）2014年 2名  2015年 5名  2016年 1名（採用予定）2017年 1名 
日本国籍の社員と全く同じように、適材適所へ配属し、国内の営業所にて営業・営業業務
を担当している方、語学力を活かした貿易実務を担当している方、管理部門にて財務経理
を担当している方などなど、様々なフィールドで活躍しています。 
研修等も日本国籍の社員と同様に行いますので、成長出来る環境や国内のビジネスにチャ
レンジする環境があります。 

募集情報 

募集職種 総合職（全国型・エリア限定型）：営業部門、管理部門 

勤務地 （日本国内）全都道府県に100ヶ所以上 （海外）米国、中国など6ヶ国11拠点 

仕事内容 

■JKホールディングス(株) 
管理部門／人事、総務、財務経理、審査、システム、他 
■ジャパン建材(株) 
営業部門／ルート営業：建材販売店、材木店などへの営業 
    ／直需営業：ハウスメーカー、ビルダー、ゼネコンなどへの営業 
管理部門／企画、戦略、商品開発、貿易などの営業推進業務 
※ジャパン建材への配属はJKホールディングスからの『出向』という形態 
【我々の役割＝お客様の付加価値の創造と高度化を担うパートナー】 
当社グループの中核であるジャパン建材(株)は総合建材商社として、木材からキッ
チン、太陽光パネルまであらゆる住宅の部材を扱っています。しかも、住宅建材販
売の全国展開にとどまらず、商流の川上から川下まで縦横無尽に一貫して事業を展
開することで、さまざまな付加価値を生み出しています。 
【営業内容補足】 
全国に1万店以上ある固定取引先(建材販売店・ハウスメーカー・ゼネコン等)へ、シ
ステムキッチンから合板までのあらゆる建材商品を提案・提供するのが仕事です。
あくまで固定取引先が中心となりますが、新規開拓にも積極的に取り組んでいます。  

応募方法 
選考の流れ 

まずは、マイナビ2018よりエントリーの上、会社説明会へお越しください。 

雇用形態 正社員 

給与 
大卒営業職 220,530円（基本給190,530円＋外勤手当30,000円）／大卒事務職 
205,530円（基本給190,530円＋業務手当15,000円）（2016年4月実績）  

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名（毎年採用実績有り） 

JKホールディングス株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 東京都江東区大島5-12-7 

設立  1971年9月 

資本金  1000万円 

従業員数  65人（社員、パート含む） 

事業内容 

自社ブランドの塗装機・高圧洗浄機・コンプレッサーの設計開発・販売、および輸
出入。人間の生活に関わるエコ環境に近い空気と水、そしてケミカルを扱う流体機
器のトップクラスメーカーとして、設計・技術開発を核に、毎年、顧客満足度を一
番に考え新製品とサービスを提供しています。顧客満足を大切にし、建築リフォー
ムでトップクラスの市場シェアがあり、海外事業にも力を入れています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2015年度1人（インドネシア） 

募集情報 

募集職種 総合職・技術職（製品開発・設計） 

勤務地 東京本社、浜松工場 

仕事内容 

【総合職】 将来幹部として力を発揮して頂けるよう、様々な仕事を経験し、広い視
野で、自分の強みを伸ばし成長できるようにしています。当社はメーカー、商社、
貿易会社の機能を持ち、開発設計から生産、物流、営業・マーケティング、アフ
ターサービスまで幅広い職種があり、適職を相談して見つける様に努めています。
希望職種を伺い、お持ちの強みを生かしつつ、複数業務(企画営業、マーケティング、
貿易、 デザイン企画、社内SE・プログラマ、人事・総務、経理・財務などから得意
分野を組み合わせる）を経験して頂き、ご自分の力がもっとも発揮できるようキャ
リア設計します。最終的には、会社の業務体系の全貌を把握し、全体最適で問題解
決ができる総合力とマネジメント力を身に着けマネジャーとして活躍して頂きます。
当社は、フラットな組織でプロジェクト制を採用しており、入社１年目でもリー
ダーとして活躍できます。  
【技術職】お客様からの要望に基づく、環境にやさしく、使いやすい新製品の開発
や既存製品の改良、設計・開発、生産技術などを担当していただきます。AutoCAD
の知識や開発のセンスが必要です。様々な職種を経験し、将来マネジメントとして
活躍することもできます。 

応募方法 
選考の流れ 

会社説明会に出席 → 選考試験（面接、筆記試験≪一般常識、作文≫、適性検査） 
→ 内定 

雇用形態 正社員 

給与 
・院了／大卒 月給182,000～205,000円 （一律手当・みなし残業手当含む） 
・短大卒 月給182,000円 （一律手当・みなし残業手当含む） 
・専門卒／高専卒 月給182,000円（一律手当・みなし残業手当含む） 

外国人留学生の 
採用予定人数 

3名 

精和産業株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
〒160-6130 
東京都新宿区西新宿8-17-1 
住友不動産新宿グランドタワー30F 

設立  1990年10月 

資本金  2,085百万円 

従業員数 
 グループ連結  

    2016年9月末時点 1,159名 

事業内容 

国内最大級の取り扱い実績をもつインターネット広告事業を中心に事業を展開。ソーシャ
ルメディアやスマートフォン広告等顧客のマーケティング課題をワンストップで解決する
ための様々なサービスを提供しています。経営者人材を「商人（あきんど）」と呼び、新
規事業の創出と若手経営者の排出・育成にも注力しています。また、グローバル化を推し
進めており、現在海外に14拠点を展開しています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

当社は外国人向けのグローバル採用を随時行っており、現在管理職から営業、コンサルタ
ントまで様々な職種でグル―バル人材が活躍しております。当社の成長の背景には、若手
社員の活躍が大きく貢献しています。成果を上げた社員には年次に関わらず評価され、昇
進や昇給が行われます。 

募集情報 

募集職種 

■全12職アカウントプランナー（営業職）、メディアプランナー、マーケティングプラン
ナー、SEMコンサルタント、ウェブデザイナー/クリエイター、コピーライター、システ
ムエンジニア、アドミニストレーター、人事総務、経理/財務、広報IR、経営企画（※配
属部署は採用時期、人のスキルや経験により異なります） 

勤務地 
（国内）東京本社、大阪、名古屋、福岡、宮崎、札幌（海外）ロンドン、サンフランシス
コ、ニューヨーク、シンガポール、ハノイ、ソウル、香港、北京、クアラルンプール、
ジャカルタ 

仕事内容 

※広告関連の職務について説明させて頂きます。 
■アカウントプランナー（営業職） 
・運用スタッフとクライアントのもとへ同行し、ニーズのヒアリングを行います。 
・ソーシャルメディア広告やアドネットワーク、検索広告等の企画をスタッフと共に立案
します。 
・効果検証を行い、運用改善をしていくことで、効果的かつ費用対効果の高いプロモー
ションを行います。 
・社内スタッフディレクションをより強化し、顧客との信頼関係を構築します。 
■メディアプランナー＆マーケティングプランナー 
・マーケティング戦略に基づいて広告活動を行うためのプランを作成する役割です。 
・情報収集や調査を行い、その結果を広告表現や企画に生かし、他の制作担当者にも情報
提供します。 
■SEMコンサルタント 
・リスティング広告・ディスプレイネットワーク広告のコンサルティング営業。お客様の
ニーズのヒアリングから、広告の企画・リサーチ・運用管理・効果検証までトータルにお
任せいたします。 

応募方法 
選考の流れ 

書類選考 → 1次面接 → 最終面接 → 内定 
（※面接の回数は人により異なります） 

雇用形態 正社員 

給与 初任給 23万1,000円＋諸手当（2016年新卒入社実績）  

外国人留学生の 
採用予定人数 

数名 

株式会社セプテーニ・ホールディングス  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22 
3階 

設立  2015年4月 

資本金  1,000万円 

従業員数  16名（2017年1月現在） 

事業内容 

◆Croooober事業 世界115カ国、取扱高30億円/年を誇るECサイト「Croooober（ク 
   ルーバー）」の開発・運営。 
◆システムソリューション事業 受託開発。 
 -業界最大手のグループ会社（アップガレージ）の業務系システムの開発・運用。 
 -世界的大手メーカーの日本向けWEBサイト制作・イベント運営 等 
◆新規事業 相乗りアプリ「nori-na（ノリーナ）」の企画・開発・運用 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

◆採用実績 
 2017年1月現在、7国籍のメンバーが在籍し（日本、中国、メキシコ、ベトナム、アメ  
 リカ、フランス、タイ）国籍不問で採用しています。採用基準・人事評価は国籍に関わ  
 らず統一です。 
 
◆外国人社員の活躍 
 現在ZERO TO ONEの核となっているCrooooberというサイトの海外事業を立ち上げた 
 のは、日本の大学院を卒業後 新卒入社した中国人の女性です。一人で海外へのマーケ 
 ティング、物流網構築、カスタマサポートをこなし、海外事業立ち上げ1年目で取扱高 
 1億円を作り出しました。 

募集情報 

募集職種 エンジニア職・デザイナー職・マーケティング職・セールス職・グローバル職 

勤務地 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7番地22 3階 

仕事内容 

◆エンジニア職 リユース業界特化型基幹システムの開発・保守 
 自社サイトの開発・保守 
 WEBアプリケーションの設計・実装・検証・運用 
 応募条件：開発経験のある方（言語不問） 
◆デザイナー職 
 サイトデザイン制作、ワイヤーフレーム制作 
 サイトバナー制作 
 CrooooberサイトのUI設計 
 Crooooberサイトの新規コンテンツ企画 
 応募条件：Photoshop、Illustratorの使用経験のある方 
◆マーケティング職  
 海外販売・新規事業相乗りアプリの市場調査、サービス拡大の施策立案～実行 
◆セールス職 Crooooberの加盟店募集営業 
◆グローバル職 自社サイトCrooooberのカスタマーサポート、物流網構築 等 

応募方法 
選考の流れ 

下記URL応募フォームより、ご連絡ください。個別に説明会・選考へご案内いたし
ます。
http://www.zerotoone.co.jp/recruit/newgraduate/2018/recruit/#recuruit5 

雇用形態 正社員 

給与 院卒 250,000円／大卒 225,000円／短大・専門卒 200,000円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

2018年3月卒業の募集人数は全体で15名の予定です。※国籍不問 

株式会社ZERO TO ONE  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 

（大阪本社） 
〒531-6115  
大阪府大阪市北区大淀中1-1-30 
（東京本社） 
〒135-0052  
東京都江東区潮見2-8-10 

設立  昭和21年7月（1946年7月） 

資本金  240億1,100万円 

従業員数  12,934名 

事業内容 
総合物流業（貨物自動車運送事業、倉庫業、海上運送事業、国際運送取扱業、 
鉄道利用運送事業、物流センター運営 など） 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

昨年、創業100周年を迎えたセンコーのコーポレートスローガンは「Moving 
Global」 
１０年以上前から、留学生採用を毎年積極的に行っております。 
日本で下記の仕事内容に携わる先輩や、母国など海外の物流センターの責任者を行
う先輩など、多岐にわたる業務で留学生の先輩も活躍しています！ 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 全国各地 

仕事内容 

○物流センター運営 
お客様からの商品をお預かりし、多様なオーダーに応じて商品の入出庫や在庫管理
を行う倉庫業務、商品の特性に合わせた車輌の手配を行う配車業務を行います。 
○営業 
お客様の物流ニーズを聞きとり、現状からの物流コスト削減や物流効率を求めた物
流サービスの提案、海外も含めた新規事業立ち上げに伴う倉庫管理・輸配送選定・
料金設定などの物流コンサルティング業務を行います。 
○国際関係 
日本と海外を結ぶ輸出入貨物輸送業務や通関に関する書類の作成代行業務を行いま
す。 
○海運 
国内における船舶の手配や貨物に合せた特殊な車輌の手配を行います。 
○通運 
JRコンテナを列車に積載するための輸送枠の確保や列車の出発時間に合せた配車業
務を行います。 
○コーポレートスタッフ 
総務、経理、人事、生産管理などの各部署専門の業務を行います。 

応募方法 
選考の流れ 

リクナビ2018へエントリーいただき会社説明会をご予約の上、説明会へお越しくだ
さい。その後の選考ステップに関しましては、説明会時にご説明させていただきま
す。 

雇用形態 正社員 

給与 月給21万4,400円（2016年4月大卒初任給東京勤務実績） 

外国人留学生の 
採用予定人数 

未定（留学生採用は今年も積極的に行います） 

センコー株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
東京都港区北青山3-6-1  
オーク表参道6階 

設立  1993年3月 

資本金  2億4000万円 

従業員数  1417名 

事業内容 

メガネ・サングラス、および周辺雑貨の販売。  
Zoffはファッション業界で採用されているSPA方式（※）を取り入れ、企画・デザ
インから製造・販売までを一貫管理することによって、コストの削減と品質の向上
に成功し、高品質なメガネを適正な価格で提供することを可能にしています。  
※SPA方式 アパレル製造小売方式と呼ばれ、自社で店舗運営を行い、商品開発、
マーチャンダイジング、小売まで一括して管理する事業方式。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2013年より留学生採用をはじめ、昨年までに約15名ほどの方が入社しました。 
入社後は、主に海外からのお客様が多い店舗（原宿・新宿・銀座・京都・大阪・博
多など）に配属となり、語学力を生かし眼鏡販売という専門的な業務で活躍してい
ます。 
入社後2年で日本の店舗で副店長へ昇格し、その後母国である中国上海での勤務をし
ている先輩社員もいます。（就労のためのビザ取得から入社後の研修まで、皆さん
をサポートする環境があります。安心して下さいね。）  

募集情報 

募集職種 総合職（まずは日本国内の販売職からスタートします） 

勤務地 全国各店舗 

仕事内容 

全国に展開するゾフ各店舗で、メガネおよび周辺雑貨の販売を担当していただきま
す。 
メガネは、視力を矯正するという大切な機能を持っています。そのためメガネの小
売業は「半医半商」と位置づけられているほど。お客様に対するホスピタリティー
に溢れた接客や、お似合いの1本をアドバイスするセンスはもちろん、メガネに対す
る専門的な知識、高度な技術が身につく“一生もの”の仕事です。 
店舗の仕事は決してルーティンワークではありません。日々、異なるお客様に、そ
れぞれのニーズに応じたメガネをお勧めする。学ぶべきこと・考えることは無限に
あるといえるほど奥が深く、やりがいのある仕事です。 

応募方法 
選考の流れ 

まずは、マイナビ2018よりエントリーをお願いいたします。 
会社説明会→1次選考（グループ面接）→2次選考（グループ面接・筆記テスト※）
→最終選考（個人面接） 
※留学生の方でも無理なくご受験いただける内容のものです。 

雇用形態 正社員 

給与 
■大卒・大学院了 月給232,000円(ライフプラン支援金20,000円含む) 
■短大・専門卒  月給228,000円(ライフプラン支援金20,000円含む)  

外国人留学生の 
採用予定人数 

10名程度 

株式会社ゾフ  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
東京都中央区日本橋茅場町1-9-2  
稲村ビル３F 

設立  2016年3月18日 

資本金  2,000,000円 

従業員数  2 

事業内容 

株式会社ターミナルゲートはアイディアワークから事業スピードの最適化実現まで
のプロセスで、必要となるベストパートナー企業の発掘・マッチングの共創【co-
creation】プラットホーム企業を目指しています。 特に観光サービス分野では様々
な観光インフラ整備やクールジャパンと称される魅力的なコンテンツの発信を事業
として確立させ、観光立国を目指すなかにおいて微力ながら貢献したいと考えてお
ります。                                                                       

外国人社員の 
採用実績・活躍 

実績なし 

募集情報 

募集職種 観光サービス事業部 総合職 

勤務地 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2 稲村ビル３F 

仕事内容 

当社では訪日客をメインとする宿泊施設を都内２か所で自社運営しており、業況は
順調に推移しております。２０１８年までに都内１０施設運営を目標設定し、四半
期１施設の新規出店計画実行段階です。当社の宿泊施設はサブカルチャーを軸とし
た情報提供・交換の場にすることを目的にしています。単にインバウンド需要を捉
えて事業化しようとするものではなく、海外への日本の魅力の打ち出しができると
考えています。    
①既存施設のHP,FBを通じた情報発信                       
②旅行サイトを活用した集客及び管理、ホスト業務                 
③施設オペレーションの補助業務                         
④新規出店計画の立案～実行まで 

応募方法 
選考の流れ 

書類選考⇒面接⇒施設見学⇒レポート⇒最終面接⇒採用 

雇用形態 正社員 

給与 20万円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

1 

株式会社ターミナルゲート  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 大阪市中央区難波5-1-5 

設立  1919年8月20日 

資本金  660億2,512万円 

従業員数 
 14,115名(連結) 9,297名（単体) 
 ※2016年2月末現在 

事業内容 

衣・食・住、生活の全てに関わる商品を世界中から取り揃え、最高のサービスで販
売を行うことを基本とする百貨店事業を国内19店舗・海外3店舗で展開しています。
当社は、ショーウィンドウの導入や店舗屋上で象の飼育、イタリアン・フェアの開
催、NYへの出店など、業界初・国内初の革新を起こしてきました。そして今、街づ
くり、グローバル展開、オムニチャネルなど、百貨店事業を軸に、新たな可能性に
邁進しています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2012年より外国人留学生の採用を開始し、継続的に採用しています。採用実績のあ
る国籍も、中国・台湾・韓国・ベトナムと様々です。採用した社員は、グローバル
な視野の広さや様々なことへのチャレンジ精神を仕事の中で発揮しています。また
現在、接客販売や商品在庫管理など、一番の要となる売場での仕事を経験後、その
経験を活かして、バイヤーや宣伝部、法人事業部など、髙島屋の顔として活躍する
社員が出てきています。 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 全国 

仕事内容 

入社後は販売職からスタートし、接客販売をメインに、顧客分析や商品管理など販
売に関わる売場業務全般を徹底して習得します。 
その後、希望や適性をもとに、売場の展開やイベントの企画担当、売場の責任者で
あるマネジャー、仕入れ担当者であるバイヤー、アジア開発、宣伝、営業企画、法
人事業などの基幹的な職務を経験していきます。 

応募方法 
選考の流れ 

まずは当社ホームページからエントリーして下さい。エントリーシートでの選考後、
筆記試験、面接（数回）などを行う予定です。 
(株)髙島屋 
○採用HPURLhttp://www.takashimaya.co.jp/corp/Saiyou/freshman/top.html 
○関西地区〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3-5-25 TEL:06-6631-9196 
○関東地区〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-7 TEL:03-3668-3560 

雇用形態 正社員 

給与 【2016年4月実績】大学・大学院卒(208,000円)  

外国人留学生の 
採用予定人数 

人数は決めておりません。国籍関係なく、採用しています。 

株式会社髙島屋  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
愛知県名古屋市西区牛島町6-1名古屋
ルーセントタワー22F・23F・24F 

設立  1912年 

資本金  36億2,225万円 

従業員数  652名 

事業内容 
創業1751年。アパレル（婦人・紳士・子供・ベビー服）とテキスタイル（服地）の
企画・開発・生産・販売・輸出入の事業。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

デザイナー・パタンナーと共にアパレル製品を企画生産し、得意先と商談をしたり、
語学力を活かして当社が開発したオリジナルの生地や日本独自の生地を海外の有名
アパレルメーカーに販売したりしています。取引先は日本国内から海外までとグ
ローバルに展開しています。 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 名古屋・東京・大阪・海外 

仕事内容 

１２０名を超えるデザイナーと１年後のアパレル製品を企画したり、国内外のアパ
レルメーカーへのテキスタイル（素材）提案をする仕事になります。 
勤務環境も整っており、多くの女性の総合職や留学生や既卒入社などの様々な個性
をもった社員が働いています。海外語学留学制度（ニューヨーク、ボストン、フィ
ラデルフィア、パリ、ローマ、ミラノ、北京、香港、上海、ホーチミン等に2年間。
留学費用は全額会社負担）などを通じて、グローバル人材の育成にも力を注いでい
ます。 

応募方法 
選考の流れ 

リクナビよりエントリーし、会社説明会にお越し下さい。 

雇用形態 正社員 

給与 205,000円 

外国人留学生の 
採用予定人数 

未定 

タキヒヨー株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
東京都港区港南2-15-3 
品川インターシティC棟 

設立  1948年 

資本金  68億円 

従業員数  412名 

事業内容 
繊維原料、繊維製品（アパレル）、化学品、機械、その他諸物質の国内及び貿易取
引 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

過去採用実績有 

募集情報 

募集職種 基幹（総合）職 

勤務地 東京本社、大阪本社、その他国内外拠点 

仕事内容 

当社は繊維、化学品・機械の専門商社として、（商）×（工）を兼ね備えた「創る
商社」として存在感を示してきました。市場や流通という川下分野を見据えながら、
原料や資材といった川上分野の開発に携わることで、蝶理ならではの事業展開を推
進しています。さらに売上の約7割が海外関連（化学品・機械事業ではなんと9割
超！）ということもあり、現在では海外38カ所に拠点を展開しています（現地法人
を含む）。 
単体の従業員は420名程ですが、年間の海外出張回数はのべ1700回。営業社員は毎
月のように海外出張に行くことが当たり前。また、基幹(総合)職の8人に1人が海外
駐在、入社5年目以上の社員の半数以上が海外駐在経験者ということで、グローバル
展開を加速しています。 

応募方法 
選考の流れ 

まずは当社の採用ホームページからエントリーをお願いします。 

雇用形態 正社員 

給与 初任給：２２万円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

未定 

蝶理株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 札幌市東区北24条東20-1-21 

設立  昭和50年5月 

資本金  42億5200万円 

従業員数  正社員3477名 

事業内容 
全国に1063店舗のドラッグストア、調剤薬局の経営。タイ国に20店舗のドラッグス
トア経営。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

採用実績２４名 ドラッグストア店舗において接客販売、通訳、商品の発注、陳列、
売り場作り、レジ業務等の店舗業務、売り上げ管理やスタッフ教育、店舗運営の全
般業務に従事しています。一般社員、店長代行、店長、スーパーバイザー、ヘルス
ケアアドバイザー（医薬品担当）、ビューティーケアカウンセラー（化粧品担当）、
本部スタッフとして販促企画部等で活躍中です。キャリアステップを通じで多くの
経験を積むことで、自己成長できる会社です！ 

募集情報 

募集職種 総合職（健康アドバイザー） 

勤務地 関東、関西、中部、東北、北海道、四国他 

仕事内容 

接客・販売・通訳： 
医薬品販売資格の登録販売者の取得のための社内講座、さらに資格取得後の継続研
修等で高い知識をもって、健康アドバイザーとして勤務します。また、美のスペ
シャリストであるビューティーカウンセラーは、メーカー様の勉強会だけでは無い
独自の研修会やイベントの実施により、モチベーションを高く持って学ぶことがで
き、その知識をお客様に活用していただきます。 
マネジメント： 
商品の発注・陳列、売り場作り、レジ業務等の店舗業務、売り上げ管理やスタッフ
教育等を行います。店長代行、店長、スーパーバイザー等、キャリア別の研修シス
テムも充実しています。 
ツルハはグループとして北海道、東北、関東・甲信、中部・関西、中国・四国、九
州地区に1642店舗（2016年1月15日現在）。                    
今後出店が進んでいく中、様々なポストが必要になるのは必至で、これから入社す
る方にもたくさんのチャンスがあります。みなさんの可能性と能力を活かせる場所
がツルハにはあります! 

応募方法 
選考の流れ 

ツルハホームページ（http://www.tsuruha.co.jp/recruit/)からエントリーをお願
いします。会社説明会参加→選考会 

雇用形態 正社員 

給与 大卒200010円 大学院卒216640円 短大・専門卒186150円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

10名 

株式会社ツルハ（ツルハドラッグ）  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
〒162-0844  
東京都新宿区市谷八幡町8 
TKP市ヶ谷ビル2F 

設立  2005年 

資本金  2億8,779万5,000円 

従業員数  1,812名 

事業内容 

■ホテル宴会場・貸会議室運営事業 
■ホテル＆リゾート事業 
 レクトーレ（宿泊研修施設）、石のや（温泉旅館）企画運営 会議室併設型ビジネ 
   スホテル運営（APAホテル日暮里駅前、札幌駅前など）宿泊・交通手配 
■料飲・ケータリング事業 懇親会・ケータリング運営、レストラン・カフェ運営、   
   弁当製造手配 
■イベント運営制作事業 映像・音響・証明機材制作管理、テクニカルディレクショ  
   ン 
■コールセンター・BPO事業 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

現在、主に中国の方が活躍しております。 

募集情報 

募集職種 エリア専門職 

勤務地 関東圏内中心 

仕事内容 

■エリア専門職（関東圏内中心） 
   語学力を活かした業務が中心となります。 
・インバウンド顧客の対応 
・インバウンド顧客を中心とした営業 
・弊社運営施設での海外顧客対応及び施設運営 

応募方法 
選考の流れ 

マイナビ2018より募集。または2018@tkp.jpにご連絡ください。 

雇用形態 正社員 

給与 エリア専門職（大卒）195,000円 （専門卒）180,000円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

5名 

株式会社ティーケーピー   
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
東京都港区芝浦4-3-4  
田町きよたビル2階 

設立  1976年6月 

資本金  6,000万円 

従業員数  95名 

事業内容 

■高周波セラミックスコンデンサ 
 携帯電話基地局、衛星通信、インターネット光通信機器に使用される電子部品
（コンデンサ）の製造 
■ダイヤモンド工具 
 LED、DVDまたはブルーレイのレーザーの素子を切り出すためのダイヤモンド工
具の製造 
■半導体素子の組立製造  
 光通信用の送受信モジュールの組立  
■精密機械加工製品  
 ディスペンサーノズル、ニードルなど半導体製造装置の消耗部品 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

現在外国籍の社員は12名おり、国籍はアメリカ、中国、台湾、シンガポール、カナ
ダ、インド、フィリピン、イランがあります。 
職種も営業、人事、ロジスティック、生産管理、技術開発、品質保証など多岐に渡
り活躍しております。 

募集情報 

募集職種 事務系営業、技術系研究開発 

勤務地 日本 

仕事内容 

【営業系】 
国内外の取引先を対象に、光通信機器に組み込まれる電子部品の販売、また製品の
提案営業に携わっていただきます。 
 
【技術系】 
セラミックス製品、ダイヤモンド加工、精密金属加工についての研究開発。製造、
生産改良から新製品の開発まで、多岐にわたる業務に携わっていただきます。また、
技術者が直接、取引先とやりとりしながら仕事を進めることも多く、お客様と調整
しながら業務にあたっていただきます。自分の作ったものを、直接、お客様にお届
けする喜びが実感できる仕事です。  

応募方法 
選考の流れ 

newtecdian@tecdia.co.jp （メールで履歴書を提出） 

雇用形態 正社員 

給与 初任給 大学卒：211,500～221,500円／大学院了：216,500～231,500円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

３～５人 

テクダイヤ株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
東京都新宿区西新宿2-3-1  
新宿モノリス 

設立  2014年4月 

資本金  1億円（東急不動産ホールディングス

株式会社100％） 

従業員数  1183名（2016年10月1日現在） 

    ※グループ会社従業員含む 

事業内容 

◆不動産の賃貸管理・運営業 
 コンサルティングサービス、海外投資家向けサービス、 
 建物管理サービス、リフォーム工事サービス（グループ会社） 
◆社宅代行サービス 
◆賃料保証サービス・家賃保証サービス 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

現在、台湾人2名、中国人4名、ドイツ人1名の7名が在籍しています。 
日本人や海外投資家が保有する不動産の賃貸管理を受託する営業や管理運営する職
場で活躍しています。英語や中国語のみならず、日本語も活用できる職場です。 
【新卒外国人留学生採用実績】 
 2016年4月入社 1名（中国人）  
 2017年4月入社 2名（中国人・台湾人）※予定 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 首都圏・関西・福岡 ※将来的には全国転勤の可能性あり 

仕事内容 

◆不動産の賃貸および管理・運営業務 
・プロパティマネジメント、運営代行 ・コンサルティングサービス(税務や相続、 
 売却など不動産資産、不動産経営に関するコンサルティング） 
◆社宅代行業務 
・物件の情報提供、新規契約業務、賃料の支払い代行、賃貸借の更新代行 
◆能力に応じて、ゆくゆくは海外投資家向けに、賃貸管理運営受託の提案営業も 
 お任せします。 
【詳細】投資用に日本国内のマンションを購入された海外居住のオーナー様に 
    対して、賃貸管理運営の受託営業・管理運営を行います。 
※必ずしもグローバルサービスに関われるわけではございません。 

応募方法 
選考の流れ 

説明会参加・筆記試験 → グループワーク → 面接2回 → 内定（予定） 

雇用形態 正社員 

給与 総合職（首都圏）：月給201,000円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名 

東急住宅リース株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
東京都新宿区新宿5-6-1 
新宿やわらぎビル4Ｆ  

設立   平成10年  

資本金  4億7,229万5千円 

従業員数  203名 

事業内容 

◎首都圏での『泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭』  
 美味しい寿司と活魚料理『魚の飯』など50店舗の飲食店運営  
◎養殖魚・水産加工食品の海外輸出  
◎主に大手外食チェーン店を対象とした水産加工食品の卸・小売り  
※子会社(株)長崎ファーム 水産養殖事業 
※子会社 Ichiban Foods Inc. 海外での飲食店運営 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2015年（3名入社）、2016年（３名入社）、2017年（5名入社予定） 
インバウンド事業の中心メンバーとして活躍している2年目の社員もおります 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 首都圏各店舗、本社、塩浜センター、長崎事業所 

仕事内容 

 ○「とらふぐ亭」など国内展開している外食店舗を運営する店舗マネジメント 
 ○人事、経理・財務、総務、貿易など本社の管理部門での業務 
 ○長崎県平戸にて『トラフグ』『クロマグロ』『ヒラマサ』『ブリ』の養殖  
 ○弊社で養殖した水産物の加工および出荷業務（東京都江東区の加工場にて） 
 ○自社直営店舗および小売店等で販売する商品を開発する商品企画 
 ○国内・海外のホテル・外食、小売店への養殖魚・加工食品の企画営業、 
  販路開拓を行う営業 
   ○海外（米国NY）における飲食店運営（2017～） 

応募方法 
選考の流れ 

 説明会参加→筆記試験・適性検査→複数回面接→内定 

雇用形態 正社員 

給与 初任給 大卒:月給240,000円 短大卒:月給230,000円 （諸手当含） 

外国人留学生の 
採用予定人数 

数名 

株式会社東京一番フーズ  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 東京都渋谷区渋谷3-25-18 

設立 1985（昭和60）年6月  

資本金 
 290億6,596万円 （平成26年3月末現
在） 

従業員数 
グループ：17,994名（国内：10,746名、海外：
7,248名）  
本体：9,474名（2016年9月末現在） 

事業内容 
お客様企業の事業パートナー として、売上拡大とコスト削減を総合的かつ、グロー
バルに 支援するアウトソーシング サービスを提供。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

60名（中国20名、韓国7名、アメリカ3名、タイ8名、インドネシア4名、シンガ
ポール3名、ベトナム7名、フィリピン7名、イギリス1名）（平成28年3月末現在） 

募集情報 

募集職種 ■海外事業 

勤務地 全国 

仕事内容 

■海外営業 
 自社サービスを海外の顧客にアピールし営業活動を行う 
■海外事業開発 
 M&A やJVの設立などを行い、新たな海外拠点を設立する 
■戦略立案 
 海外事業展開やマーケティング戦略を立案 

応募方法 
選考の流れ 

会社説明会→ 面接（複数回）、適正検査 → 最終面接→意思確認 → 内定通知 
※上記は17年度新卒実績となります。 
※18年度新卒では上記と異なる場合があります。 

雇用形態 正社員 

給与 
修士了：218,000円、大卒：200,000円 
短大･専門卒：（3年制）183,000円 （2年制）174,000円 
高専卒：192,500円 （平成28年4月東京実績：住宅手当含む） 

外国人留学生の 
採用予定人数 

  

トランスコスモス株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 神奈川県茅ヶ崎市矢畑1222 

設立  1959年 

資本金  6,000万円 

従業員数  160名 

事業内容 
自動車純正オプションパーツの企画・設計・開発・製造・販売 
創業以来、トヨタ自動車、日産自動車をはじめとする、国内外の大手自動車メー
カーを顧客とし安定成長を続けています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

ベトナム ホーチミン市に製造工場、タイ バンコク市にＲ＆Ｄオフィスがあります。
両拠点とも日本から赴任しているスタッフは２名のみで、現地採用の外国人社員に
より運営されています。 

募集情報 

募集職種 総合職（設計・開発・営業・物流・品質管理・総務 等） 

勤務地 神奈川県 茅ヶ崎市 

仕事内容 

総合職として採用し、３ヶ月の試用期間後、本人の希望・適正、会社の要員計画に
より、上記の職種に配属されます。留学生の方に期待するのは、海外拠点と日本本
社をつなぐブリッジ人材としての役割です。いずれの職種でも、将来的にはタイと
ベトナムにある海外拠点でのマネージメント職や新規事業の中核として活躍して頂
ける人材をお待ちしています。 

応募方法 
選考の流れ 

書類送付（履歴書、卒業見込み証明書、成績証明書、健康診断書）→個別面接（2～
３回）+適性検査+一般教養筆記試験 

雇用形態 正社員 

給与 大卒・院卒 230,000円（2015年実績）  

外国人留学生の 
採用予定人数 

3～4名 

ナガタベルリッツア株式会社 
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 東京都新宿区西新宿1-25-1 

設立  1971年5月20日 

資本金  40億円 

従業員数 
 連結2,111名（パート・アル 
   バイト除く） 

事業内容 

■ クリクラ事業：宅配水の製造・販売 
■ レンタル事業：ダスキンの清掃用品、害虫駆除器のレンタル 
■ 建築コンサルティング事業：建築ノウハウ、太陽光発電システムの販売 
■ 住宅事業：注文住宅の建築請負、それに付随する金融・保険業務 
■ 通販事業：化粧品・健康食品・日用雑貨等の通信販売 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

新卒採用実績(中国籍)：3名 
中途採用実績(中国籍)：2名 

募集情報 

募集職種 営業職／製造部門(クリクラ） 

勤務地 全国採用 

仕事内容 

営業職：主に｢サンプル営業｣という手法で、お客様一軒一軒に無料商品を体験いた 
            だくようお声掛けをしていきます。その後納得いただけたら、導入をして 
            いただきます。 
製造部門：ウォーターサーバーのメンテナンスや、ボトルの製造工場でのお仕事で 
              す。 

応募方法 
選考の流れ 

応募方法：マイナビ・リクナビからエントリーをお願いします。 
選考の流れ：会社説明会→適性試験→一次選考会（グループディスカッション・ 
筆記試験）→二次選考会（個人面接）→最終面接(個人面接) 

雇用形態  正社員 

給与  [大卒／営業] 240,629円（一律手当含む）+成績給 

外国人留学生の 
採用予定人数 

 5名程度 

株式会社ナック  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 東京都港区海岸1-14-22 

設立  1964年5月 

資本金  40億円 

従業員数  2,348名（2016年3月末現在） 

事業内容 
物流を「核」とした高機能複合商社 
各種商品・機器・エネルギー等の販売、リースならびにレンタル業 
保険代理業、車両等の製作・整備、輸出梱包、3ＰＬ事業等 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2014年度入社より計5名（2017年度入社未定） 
当社営業部門において将来を担う総合職社員として、日々営業などの業務を中心に
活躍しております。 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 当社国内各支店および海外現地法人など 

仕事内容 

【事務系】 
ユーザーニーズを的確に汲み上げ、各部門における取扱商品の販売・システム提
案・コンサルタント業務を行う。営業は既存顧客への継続営業及び営業拡大を目的
に新規顧客の開拓を行う。 
 
【技術系】 
システムの開発・管理・運用、物流に必要な特殊車両・コンテナ・包装資材のＣＡ
Ｄ設計等 

応募方法 
選考の流れ 

マイナビ2018または当社採用ホームページよりエントリー 
【エントリー後の選考フロー】エントリーシート提出→適性検査→面接（2回）→最
終面接→内々定 

雇用形態 正社員 

給与 
最低賃金：177,800円※勤務地・年齢により異なる（超過勤務手当は別途支給） 
モデル賃金：212,300円（2016年4月実績／入社時年齢22歳・本社ビル勤務の場
合）  

外国人留学生の 
採用予定人数 

未定 

日通商事株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
東京都千代田区丸の内1-5-1 
新丸の内ビルディング13F 

設立  1928年（昭和3年）12月27日 

資本金  100億円 

従業員数  1,232名（2016年3月期単体） 

事業内容 
鉄道信号保安装置、交通信号制御装置、駅務自動化装置、ＬＥＤ表示装置、駐車場
自動化装置、セキュリティーゲート、各種自動化装置、ホームドアの製造及び販売 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

現在までに採用実績としては、約10名となります。職種については、国内、国外問
わず、営業、設計及びモノづくりの分野など幅広く活躍しております。 
皆、鉄道交通インフラ分野で多くの国の発展に寄与したいと考えのもと日々仕事に
取り組んでおります。 

募集情報 

募集職種 
技術：設計、開発、研究、ＳＥ、営業、生産、品質保証等 
事務：営業、総務、経理、人事、経営企画、生産管理等 

勤務地 埼玉県久喜市・栃木県宇都宮市・東京都千代田区 他 

仕事内容 

鉄道や道路、空港の交通システムなど、私たち日本信号が提供する製品には人命に
関わるものも多く、社員全員、強い使命感と責任感をもって取り組んでいます。 
「安全と信頼」を社会に提供するためには、地味な努力の積み重ねや、多くの仲間
との協力が不可欠。チームで協力し粘り強く行動する力、そして何よりモノづくり
に興味を持ち、公共性の高い製品によって多くの人々の生活を向上させたいと思え
ることが大切です。 
現在、センサー技術・無線技術を用いた電界通信デバイスや次世代列車制御システ
ムなど、新規事業分野に力を入れています。また、約90年の歴史の中で培ってきた
技術をベースに海外への市場領域拡大を進めており、これまでに約25か国への製品
の納入実績があります。日本信号では「安全と信頼」を企業理念に、これからも常
に時代のニーズに対応する製品・システムを追求し続けてまいります。 

応募方法 
選考の流れ 

応募方法：採用ホームページ、リクナビ、マイナビよりエントリー 
選考の流れ：web試験、筆記試験（一般常識他）、面談ほか（面談重視） 

雇用形態 正社員 

給与 
学部卒：21万1000円  大学院了：23万4000円 
（2016年4月実績／初任給） 

外国人留学生の 
採用予定人数 

2～3名予定 

日本信号株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
神奈川県横浜市西区みなとみらい 
2-3-3 クイーンズタワーＢ 26階 

設立  昭和37年4月 

資本金  58億2,116万円 

従業員数  6,768名（2016年12月末時点） 

事業内容 

総合家電ショップ「ノジマ」の運営、 
ドコモショップ、auショップ、ソフトバンクショップの運営 
ネットショップ事業（「ノジマオンライン」の運営）、プライベートブランド開発
事業、海外事業（カンボジアプノンペン・ベトナムハノイに出店）など 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2000年以降で、外国人社員の入社は約100名。出身国はベトナム、ミャンマー、イ
ンドネシア、ネパール、韓国、中国など。販売スタッフはもちろんのこと、店長、
海外事業部リーダー、販売のプロフェッショナル職、本部の経理スタッフ等キャリ
アアップし活躍している方も多くいます。 
当社では、キャリアアップをする上で、国籍は一切関係ありません。あなたの能力
を存分に発揮して、活躍してください！ 

募集情報 

募集職種 企画販売アドバイザー（販売スタッフ） 

勤務地 各営業店舗（国内：東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・静岡等） 

仕事内容 

テレビ、ＰＣ等の家電製品やスマートフォンの接客販売を行います。「コンサル
ティングセールス」という接客方針を掲げ、売上重視・利益追求ではなく、お客様
のニーズを良くヒアリングしお悩みや要望を解決する、徹底した顧客主義を大切に
しています。また、当社ではマニュアルに頼らず社員一人ひとりのアイデアを活か
していく社風、そして「全員が経営者意識を持って取り組んでいこう」という考え
方のある会社です。ですから、接客だけでなく、売り場のレイアウトやイベント企
画なども1年目から実施することができます。店舗を良くする為に、お客様に喜んで
いただく為にはどうしたら？という気持ちで、従業員全員が、どんどんアイデアを
だして、実行できる環境があります。 

応募方法 
選考の流れ 

リクナビ・マイナビよりエントリー後、説明会にご予約ください。 
説明会参加→書類選考（エントリーシート）→面接→役員面接→内定 

雇用形態 正社員 

給与 
大学院卒：233,000円、四大卒：220,000円、専門・短大卒：195,000円（関東甲
信越地区） 

外国人留学生の 
採用予定人数 

15～20名前後 

株式会社ノジマ  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
東京都足立区千住1-4-1  
東京芸術センター11F 

設立  1998年11月 

資本金   1億円  

従業員数 

 合計585名 
   社員／263名  
   臨時雇用者及び派遣社員／ 
   322名（2016年2月末日現在） 

事業内容 

我々のビジネスは店舗を主体とするBtoCビジネスと、デジタル技術を使っての業務
改善等を行うBtoBビジネスに分類されます。10年以上通信業界で店舗運営を行い、
業界のリーディングカンパニーへと成長して参りました。店舗運営、販売のノウハ
ウを活かし、新たな事業を展開いたします。時代の中で生まれる情報格差を切り取
り、それらを事業化し世の中に価値を提供し続けることを目的とし通信事業以外の
事業で主軸となる事業を創出いたします。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

外国籍スタッフ採用実績 50名  
当社が運営するキャリアショップで、販売力はもちろんのこと、顧客満足度の追求
を徹底的に行いサービスの充実に努めております。その後のキャリアアップとして
店長も目指しております。 

募集情報 

募集職種 モバイルショップスタッフ 

勤務地 全国200店舗  

仕事内容 

当社では、「docomoショップ」「auショップ」「ソフトバンクショップ」をそれ
ぞれ運営しております。大手３大キャリアを運営する事で、そこで得られる通信業
界の最短情報や新サービスを取得する事が可能となり、当グループでの事業間シナ
ジーを生み出す結果に繋がっております。 通信業界は、現在スマートフォンの販売
だけにとどまらず、IoT関連商品の取扱い、電力、保険、ロボット、決済関連、コン
テンツ等、多岐にわたってサービスの展開が行われております。 
これらのサービスの多角化を当社事業にも反映させ、サービスとして充実化する事
で今後業界の垣根を超え、様々な事業に挑戦出来る糧になると考えております。ま
た、当社が運営するキャリアショップでは、販売力はもちろんのこと、顧客満足度
の追求を徹底的に行いサービスの充実に努めております。 
お客様満足度の徹底で地域密着化することで、お客様との距離感やコミュニケー
ションがぐっと縮まり、気軽に相談出来るスタッフという認識を持って頂ける事を
目標としております。 

応募方法 
選考の流れ 

リクナビ2018 マイナビ2018 /一次選考・二次選考・最終選考 

雇用形態 正社員 

給与 175000円 

外国人留学生の 
採用予定人数 

5名 

株式会社ピーアップ  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
東京都千代田区丸の内1-9-2 
グラントウキョウサウスタワー 

設立  1962年10月10日 

資本金  154億5,436万円 

従業員数 
 化成単独： 6,209名、連結合 
   計：19,117名 (2016.3現在) 

事業内容 
機能材料関連製品(電子材料、無機材料、樹脂材料、配線板材料ほか)、先端部品・
システム関連製品（自動車部品、蓄電デバイス･システム、電子部品、診断薬ほか)
などの製造及び販売  

外国人社員の 
採用実績・活躍 

新卒採用実績 
2015年度 2016年度 2017年度 
  6名    6名     6名 

募集情報 

募集職種 研究開発、生産技術、知的財産、営業、資材購買、経理、人事、法務、情報管理等 

勤務地 

本社/東京  研究所/茨城(つくば、日立、筑西)、埼玉(深谷) 
事業所(製造部門)/茨城(日立、筑西ほか)、埼玉(深谷)、千葉(市原、松戸)、三重
（名張）、滋賀（彦根）、その他日本全国の当社関連事業所   支社・支店/大阪、名
古屋、福岡、仙台ほか 海外/アメリカ、メキシコ、ドイツ、韓国、中国、マレーシア、
シンガポール、タイ、インドほか 

仕事内容 

●技術部門(研究、開発、生産技術)：絶縁ワニス、積層板、絶縁ガイシ、カーボン
ブラシなど４つの源流製品から発展した広範囲な基盤技術を有しております。これ
らの技術をボーダーレスに拡大・複合・融合させ、多種多様な顧客要求機能に応じ、
低コストかつ高品質な製品を迅速に作り上げる仕事です。具体的には、次世代を担
う素材や技術を生み出す「研究」、製品作りにより技術を製品化する「開発」、も
のづくりの技術を追求する「生産技術」等があります。 
●営業部門(営業)：お客様の課題解決に資する「素材」「部品」をワールドワイド
に提供していきます。また、お客さまのニーズや市場動向をいち早く察知し、新製
品開発の足掛かりとなる情報を技術部門にフィードバックする橋渡しとしての役割
を担います。 
●管理部門(経理、法務、人事、資材購買、情報管理)：健全且つ円滑な事業運営を
サポートする仕事です。例えば、原価計算から決算書の作成まで、お金の管理をす
る「経理」、法律面から企業の経営を支える「法務」、そして社内システムの構築
管理・インフラのサポートを担当する「情報管理」等があります。 
 

応募方法 
選考の流れ 

エントリーシート→グループワーク→Webテスト→個人面接→最終面接 

雇用形態 総合職採用  

給与 博士：月給26万400円  修士：月給23万4500円 大卒：月給21万7700円 

外国人留学生の 
採用予定人数 

個別の採用枠は設けておりませんが、積極的に採用しております 

日立化成株式会社  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 東京都新宿区神楽坂3-6-10 

設立  2006年11月 

資本金  6,000,000円 

従業員数  13名 

事業内容 

1.シェアハウスの開発・運営・管理 
2.賃貸マンション・アパートの提供（家具家電付き・Wi－Fi付帯） 
外国籍の皆さまに対して、 
“日本人と住みたい”という方には『シェアハウス』を、“日本人のように住みたい”
という方には『家具家電付ワンルーム』を提供させて頂いております。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

台湾人の従業員が2名在籍しています。 
一般応募と台湾で働いていた方をスカウトして働いて頂いています。 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 東京 神楽坂 

仕事内容 

▼シェアハウスの開発・運営・管理 
 3室の小型物件から280室の大型物件まで、シェアハウスの開発・運営・管理を
行っています。 
・開発 
 オーナー様が所有している不動産の有効活用の企画・提案を担当。リノベーショ
ンという手法を通して、遊休不動産の収益化や稼働が低下している賃貸資産の収益
向上などのコンサルティングを行います。オーナー様の物件価値の向上と収益の安
定をご提案しています。 
・運営 管理 
 入居希望のお客様への対応や物件のご案内といったリーシング業務や契約業務、
また、物件の定期点検や立会いなどの入居者対応業務、ポータルサイトの更新など
の事務作業、ご入居者様向けの交流イベントの企画も行っています。 
 他社にない特徴として、個人へ直接ではなく、国内外問わず法人からの安定した
紹介ルートを確保しています。 
▼来日する外国籍の方へ家具家電付住宅を提供 
 外国籍の方を中心にワンルーム賃貸を提供しています。 
 ワンルームタイプの住居形態は日本特有のものと言われ、 
 海外の方から日本文化を学ぶ上で大変人気となっています。 
 お部屋は家具家電付き・Wi－Fi利用可などハード面も充実させています。 

応募方法 
選考の流れ 

説明会兼1次面接→2次面接→内定 （必要に応じて3次面接を行います） 

雇用形態 正社員 

給与 195,000～  

外国人留学生の 
採用予定人数 

2～3名 

株式会社びーぐっとじゃぱん  
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

企業情報 

本社住所 
〒160-0023  
東京都新宿区西新宿7-5-25  
西新宿木村屋ビル1F 

設立  1988年2月 

資本金  1億円 

従業員数  575名（2015年12月） 

事業内容 

ヒューマングループの人材事業は、ヒューマンアカデミーの教育事業を母体に、出
口を見据えたビジネスモデルを展開しています。 
［ 事業内容 ］ 
人材派遣、人材紹介、紹介予定派遣、グローバル人材コンサルティング、エンジニ
ア（特定派遣・受託）、アウトソーシング、若年層就職支援、教育研修、経営コン
サルティング等 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

＜直近の実績＞ 
2014年度 4名／2015年度 7名／2016年度 10名予定 

募集情報 

募集職種 コンサルティング営業職（法人向け新規開拓営業） 

勤務地 
東京本社（JR新宿）他、札幌、仙台、首都圏、名古屋、大阪、広島、福岡、他全国
事業所 （海外含む） 

仕事内容 

総合人材サービスのコンサルティング営業として、昨今、多様化する雇用環境の中で、ま
ずは企業が抱える人的課題を探り、一緒に解決する方法を多角的に提案していきます。 
日本では、年々減少する労働人口と少子高齢化、多様化する働き方など、現代の採用は従
来通りのやり方だけでは、なかなか上手くいかないと企業の人事担当者は共通の悩みを
もっていらっしゃいます。 
 
人材紹介部門の営業職は、そんな企業採用担当者の右腕となり、まずはどのようなポジ
ションが不足しているのか、そして、そのポジションに欲しい人物をヒアリングしながら、
企業のご要望にぴったりの方を国籍問わず、お探しし、ご紹介していくお仕事です。 
 
また、日本の企業にとって、外国人を受け入れるということは、まだまだ準備ができてい
ない企業も多く、その準備のお手伝いをご提案したり、逆に、外国人の求職者には、日本
で働くということが、どのような事かを教育したりすることもお仕事の一つです。 
 
企業と求職者の架け橋となり、雇用の創出を担う、社会的貢献度の高い営業です。 

応募方法 
選考の流れ 

会社説明会→個別面接→先輩社員との座談会→最終面接→内定 

雇用形態 正社員（総合職） 

給与 

・首都圏／大学院卒：207,560円／大学卒：203,160円／短大・専門・高専卒：
186,520円（地域手当2万2,000円含む）   
・ 近畿圏 ／大学院卒：201,560円／大学卒：197,160円／短大・専門・高専卒：
180,520円（地域手当1万6,000円含む）     
・名古屋東海圏 ／大学院卒：195,560円／大学卒：191,160円／短大・専門・高専
卒：174,520円（地域手当1万円含む） 

外国人留学生の 
採用予定人数 

2017年／10名（予定） 

ヒューマンリソシア株式会社 
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 
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株式会社ファミリーマート 

92 

企業情報 

本社住所 東京都豊島区東池袋3-1-1 

設立  1981年 

資本金  83億8,040万円 

従業員数  6,101名 

事業内容 

フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業を行っています。当社とフラン
チャイズ契約を結んだ加盟者へフランチャイズパッケージ（経営ノウハウやシステム）を
革新し提供することが社員の仕事です。また、フランチャイズパッケージを支える職種は
多岐に渡ります（スーパーバイザー、店舗開発、商品開発、建設、システム、物流、品質
管理、経理財務、法務、海外事業など）。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

海外事業においては1988年の台湾1号店を皮切りに、アジアを中心とした地域への積極的
な展開を行っており、近年急速に店舗数を増やしております。ここ数年、毎年約30名の海
外籍の方が入社しております。 
海外事業だけでなく、日本国内の事業において様々な部門で海外籍社員が活躍しておりま
す。 

募集情報 

募集職種 
スーパーバイザーを中心とした総合職（スーパーバイザーのほか、店舗開発・建
設・商品・物流・品質管理・システム・経理財務・法務・海外事業など） 

勤務地 
池袋本社ほか宮城、福島、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、石川、京都、大阪、
兵庫、広島、香川、福岡、長崎などの事業所 

仕事内容 

フランチャイザーである加盟店と共にお客さまの心に響く、クオリティの高い商
品・サービスを提供し続けます。 
スーパーバイザーを含め様々な部署で会社事業において総合的な業務に取り組みま
す。 
●スーパーバイザー：地域のお客さまに愛される店舗を作り、加盟店の利益を最大
化させるべく、加盟店に経営コンサルティングを行います。 
●店舗開発：立地条件や集客力などを調査・分析し、ファミリーマートの新店舗を
発見・開拓する仕事。 
●商品：お店に並ぶオリジナル商品を企画・開発していく仕事。 また、メーカーか
らの商品の仕入れも担当します。  
●海外事業：海外エリアフランチャイズ事業の拡大および新規開拓を実施します。  
●建設：店舗デザインや内装の企画、また立地に併せた店舗の建設施工管理を担当。 
●物流：物流企画・物流システムの改善・改革など、 計画的で効率的な配送計画を
立案・策定し実行します。 
その他、多種多様な職種があります。  

応募方法 
選考の流れ 

説明会参加（3月以降）⇒選考２～3回（グループワーク・面接） 

雇用形態 正社員  

給与 
院卒23万0,500円/四大卒21万0,000円/専門卒18万1,000円（2016年度実績） 
※東京都在住の地域手当含む（地域手当例：東京/2万7,500円 埼玉/神奈川/大阪
/2万5,000円など） 

外国人留学生の 
採用予定人数 

３0名程度 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

不二製油株式会社 
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企業情報 

本社住所 大阪府泉佐野市住吉町１ 

設立  2015年10月1日 

資本金  500百万円 

従業員数 
 1,145名 

 （2016年3月31日現在） 

事業内容 油脂、製菓・製パン素材、大豆たん白の事業に関する食品の製造販売 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

不二製油グループでは外部環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、多様な属性や価
値・発想を取り入れることができるよう、ダイバーシティ経営に取り組んでおりま
す。自社のニーズに合った能力を持つ人材を、国籍を問わず採用しており、研究開
発、企画、管理などの様々な分野で外国籍の社員が活躍しています。2016年度には、
インドネシア、タイ、中国より新入社員３名を研究職にて採用しています。 

募集情報 

募集職種 事務系総合職/技術系総合職 

勤務地 

本社     ：大阪 
支社     ：東京 
支店／営業所 ：大阪、名古屋、福岡、札幌 
研究所      ：茨城、大阪 
工場     ：大阪、千葉、神戸、茨城 、石川 
海外     ：アメリカ、ベルギー、シンガポール、マレーシア、フィリピン、 
                        中国、インドネシア、タイ、ブラジル、インド、ドバイ、ガーナなど 

仕事内容 

【事務系総合職】 
■営業コース 
油脂加工食品、大豆たん白加工食品の営業としてご活躍いただきます。  
■スタッフコース 
コーポレートスタッフ部門（財務・経理・人事・購買・広報・法務・情報システ
ム・事業部統括・海外ビジネスetc）でご活躍いただきます。 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
【技術系総合職】 
■研究開発コース 
基礎研究（油脂・蛋白・発酵・糖・栄養健康等の分野）・ 製品開発（各種食品素材
の開発）・応用開発（自社製品の用途開発／パン・洋菓子・惣菜などの最終製品の
開発）の各分野でご活躍いただきます。  
■エンジニアリングコース 
エンジニアリング部門（プロセスエンジニアリング・プラントエンジニアリング・
電気計装etc）でご活躍いただきます。 

応募方法 
選考の流れ 

応募の意思を『弊社担当窓口：saiyo@fujioil.co.jp』まで履歴書を添付の上お送り
ください。 
メール送信の際は本情報誌から応募の旨記載してください。 
返信する形で詳細をお伝えいたします。 
 ※選考プロセス（予定）：書類選考→適性検査→面接３回 

雇用形態 正社員 

給与 修士了：231,300円／学部卒：211,800円（2015年実績）  

外国人留学生の 
採用予定人数 

３名程度 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 
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富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社  

企業情報 

本社住所 
神奈川県川崎市幸区堀川町580 
ソリッドスクエア西館 

設立  1923年10月 

資本金  19億7千万円 

従業員数  1,451名(2016年3月末) 

事業内容 

創立93年の長い歴史と培ってきた技術力を武器に、様々な施設・設備づくりにおけ
る設計施工～保守保全を一貫して行う『富士電機』グループのメーカー系設備工事
会社です！ 
プラント設備、電気・計装、建築・建築付帯設備、空調、情報通信とあらゆる分野
に対応できる総合設備工事企業として、様々な施設・設備づくりにおける設計、施
工管理、保守保全までをトータルサポートしています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

モンゴル(２名)、カンボジア(2名)、ベトナム(6名 うち内定者1名)、マレーシア(2名) ネパー
ル(1名)、ミャンマー(1名)、バングラディッシュ(1名)、インドネシア(1名) 

募集情報 

募集職種 設計・施工管理 

勤務地 

当社国内ならびに海外現地法人（タイ・ベトナム・フィリピン・マレーシア・カン
ボジア・ミャンマー・インド・インドネシア） 
※入社後、1年間本社(川崎)にて研修、2年目より配属 ※まずは日本で技術を学び、
経験を積んでいただきます。将来、学んだ技術を母国で活かすことも可能です。 

仕事内容 

電気・空調・プラント・情報通信等の様々な設備の工事をコーディネートしていく
仕事です。 
お客様からの要求事項を明確にし、仕様書と設計図を読み取り、積算します。受注
後、施工計画を立て、施工図作成（設計）、資材の購買、現場運営、施工計画の管
理など工事のリーダーとして、現場の第一線で活躍します。 
現場では、お客様との交渉、工事全体を見渡しながら作業員さんへの指示、安全管
理、現場作業、進捗状況の確認、設計など仕事の幅が多岐に渡ります。 

応募方法 
選考の流れ 

■応募方法■                                               
リクナビ2018よりエントリーをお願いします！！                            
(2017年3月1日よりエントリー開始)                                                            
■採用の流れ■                                          
1.エントリー                                                                                                            
2.会社説明会参加                                                                                                                        
3.一次選考会(グループディスカッションorグループ面接)                        
4.二次選考会(個人面接、SPI、適正検査)                                 
5.最終選考会(事業部長面接)                                                                                           
※推薦受験を希望する方は一次選考会免除となります。                                 
■連絡先■                                             
富士古河Ｅ＆Ｃ㈱ TEL：044-548-4379  E-mail：saiyo@ffec.co.jp  
連絡先：経営企画本部人事総務部 採用担当 

雇用形態 正社員 

給与 国内：修士卒 ２３１，５００円 大卒 ２１０，０００円 (2016年3月末)  

外国人留学生の 
採用予定人数 

2名程度 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 
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藤森工業株式会社  

企業情報 

本社住所 
東京都新宿区西新宿1-23-7 
新宿ファーストウエスト10Ｆ 

設立  1936年11月4日 

資本金  66億68万円 

従業員数  969名(2016年3月) 

事業内容 
食品・医薬品・生活用品・化粧品等の包装材料、光学・エレクトロニクス・エネル
ギー関連材料および産業資材の製造販売 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

現在、営業職として女性正社員2名、男性派遣社員1名が就業しております。それぞ
れ、海外顧客営業やマーケティング業務で活躍されています。 
2017年4月より3名の外国人の方（中国、韓国、ベトナム）が新たに入社予定です。 

募集情報 

募集職種 営業職 

勤務地 東京 

仕事内容 

当社の営業スタイルは顧客（企業）に対するソリューション営業です。ソリュー
ション営業とは、顧客の課題を解決するような製品を提案したり、共に開発をして
いったりするスタイルの営業です。外国人社員の方には特に海外顧客に対する営業
活動や、市場開拓などを行っていただきます。 

応募方法 
選考の流れ 

マイナビからのエントリー 

雇用形態 正社員 

給与 修士：223,000円 学士：210,000円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 
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三菱自動車工業株式会社 
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企業情報 

本社住所 
 〒108-8410  
 東京都港区芝5-33-8 

設立  1970年4月22日 

資本金  165,701百万円  

従業員数 
 連結：29,555人  
 単独：13,033人 
（2016年3月31日時点） 

事業内容 
自動車及びその構成部品、交換部品並びに付属品の開発、設計、製造、 
組立、売買、輸出入その他の取引業。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

＜採用実績＞ 
2016年4月入社実績      15名 
2017年4月入社予定者採用実績 19名 
海外での売上比率が9割を超える当社では、全世界、特に強みであるアジア・アセア
ン地域を舞台に、海外営業、アフターセールス、生産技術、ITなど、様々なフィー
ルドでの活躍機会が広がっています。 

募集情報 

募集職種 
技術系：研究、設計、実験、生産技術、品質保証、購買、ITなど 
事務系：購買、海外営業、アフターセールス、経理、財務、人事など 

勤務地 東京、愛知、京都、岡山、海外各事業所など 

仕事内容 

・生産関連：海外工場及び関連会社の生産技術支援に関する業務など 
・開発関連：対象車種の開発設計、実験、研究に関する業務など 
・購買関連：海外生産車の現地調達及び主要海外拠点の購買業務に 
      おける諸施策の立案に関する業務など 
・営業関連：市場管理、市場動向・販売情報収集と分析、事業計画・ 
      マーケティング計画の策定など 
（＊）上記は業務の一例です。 

応募方法 
選考の流れ 

＜応募方法＞ 
 まずはリクナビ、マイナビ、キャリタス就活よりプレエントリーを 
 お願い致します。その後の選考の流れは以下を予定しています。 
＜選考の流れ＞ 
 各地域・大学等で開催の説明会イベントに是非ご参加ください。 
 プレエントリー→本エントリー（エントリーシート、WEB適性検査） 
 →書類選考→面接複数回→内々定 

雇用形態 正社員 

給与 院了：月給228,000円、大卒：月給206,000円（2016年度実績）  

外国人留学生の 
採用予定人数 

20名程度予定 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

株式会社more communication  

97 

企業情報 

本社住所 
東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-1  
ニッコービル5階 

設立  2004年11月29日 

資本金  9,900万円 

従業員数  28名（2015年12月末日） 

事業内容 

『マーケティング×テクノロジー×クリエイティブ』を軸にしたWebマーケティン
グカンパニーです。Webマーケティング事業では、リスティング広告等の運用型広
告や自社アド・ネットワーク『ARATA』を軸に、お客様のWebにおける集客支援を
行っています。メディア事業では、アプリサービス、WEBサービスの企画・開発な
ど自社メディアサービスの投資を積極的に行っています。海外事業では、ベトナム
にソフトウェア開発を行う拠点を構築しています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

現在、外国人社員は在籍しておりませんが、過去、新卒採用では、営業職1名、デザ
イナー職1名の実績があります。新卒採用では、学生ひとり一人のポテンシャルを重
視しています。今後は、日本のお客様向けのサービスだけでなく、海外市場への展
開も挑戦しているため、外国籍の言葉や経験を生かし、マーケティング活動や営業
活動などの活躍の場を提供できるよう取り組んでいます。 

募集情報 

募集職種 総合職（営業職・マーケティング職・企画職等） 

勤務地 東京、福岡 

仕事内容 

■アカウントプランナー 
Webマーケティングを軸にした提案型営業。クライアントのWeb戦略上の課題解決
に向けて、戦略立案から企画提案、運用までをプロデュースします。 
■SEMコンサルタント 
運用型広告（リスティング広告、Facebook広告、Twitter広告など）全般の分析、
施策検討などを行います。 
■メディアプロデューサー 
自社Webサービス、アプリサービスの新規事業企画、開発、運営を行います。 
なお、配属は本人適正を考慮して決定します。 

応募方法 
選考の流れ 

説明会→1次選考（グループワーク／適正検査）→2次選考（リクルーター面接）
→3次選考（人事面接）→4次選考（事業部長面接）→最終選考（社長面接）→内定 

雇用形態 正社員 

給与 大学卒…25万円 大学院卒…25万円（残業手当含む） 通勤手当は別途支給  

外国人留学生の 
採用予定人数 

7名（但し、日本人学生、留学生を区分した採用はおこなっておりません） 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
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換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 
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株式会社物語コーポレーション 
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企業情報 

本社住所 東京都港区南青山2-4-3 

設立  1969年9月 

資本金 
 27億0,339万円 
（2016年6月30日現在） 

従業員数 
 社員988名  
 時間制従業員9,700名 
（2016年6月30日現在） 

事業内容 

外食事業の直営による経営とﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞﾁｪｰﾝ展開。 ※焼肉事業においては、売上高
業界２位。※お好み焼事業においては、売上高業界３位。 ※ラーメン事業におい
ては、売上高業界５位 と、複数ヒットフォーマットを開発している『業態開発型
フードビジネスカンパニー』です。  上海に５店舗展開。今後アジア進出を目標
としています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

現在70名の外国人社員（８か国/中国、韓国、台湾、モンゴル、インドネシア、ミャ
ンマー、ネパール、ベトナム）が在籍しています。そのうち幹部は４名。上海に５
店舗展開。 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 全国の各店舗 

仕事内容 
店舗運営経験後、商品開発・エリアマネジャー・教育・広報・業態企画等にキャリ
アアップ可） 

応募方法 
選考の流れ 

自由応募（ＨＰ，マイナビ）よりご応募ください。                                 
①セミナー②店舗見学ツアー③一次選考④二次選考⑤最終選考      

雇用形態 正社員 

給与 四大卒２１万 / 短大・専門学校卒２０万 / 残業手当 別途支給 

外国人留学生の 
採用予定人数 

30名 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 
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矢崎総業株式会社（矢崎グループ） 

99 

企業情報 

本社住所 

本拠地：〒410-1194 静岡県裾野
市御宿1500 
本社 ：〒108-8333 東京都港区
三田1-4-28三田国際ビル17F 

設立  1941年10月 

資本金  31億9,150万円  

従業員数  289,300名 

事業内容 

自動車部品（ワイヤーハーネス、メーター、コネクタ、その他電子部品）および生
活環境機器（ガス、空調、電線、ソーラー機器等）の研究・開発・設計・製造・販
売。新規事業の企画・運営。 
YAZAKIグループは45ヵ国でグローバルな事業を展開（従業員数約29万人）。世界
シェアトップクラスのワイヤーハーネス等の自動車機器、電線、ガス機器等の生活
環境機器を製造。また、リサイクル事業等、新規事業も展開しています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

【新卒採用実績】 
2017年度 ４名    2016年度 ２名 

募集情報 

募集職種 総合職（研究、開発、設計、生産技術、品質管理、営業、企画、管理 等） 

勤務地 静岡県を中心とする国内外各拠点 

仕事内容 

■ 理工系 
【自動車部門】ワイヤーハーネスの開発・設計／自動車用電源ボックス・配線ボッ
クスの開発・設計／自動車用コネクタの開発・設計／電子ユニット（灯火系制御
等）の開発・設計／自動車用メーターユニットの開発・設計／自動車用センサーの
開発・設計 等 
【生活環境機器部門】データ通信機器、制御基板、制御ソフト、制御機器の開発・
設計／熱交換器、制御機器、燃焼機器、流量計、電装機器の開発・設計／ソーラー
システムの開発・設計／超音波ガスメーターの評価／熱交換器の性能向上、表面処
理太陽熱集熱器の開発 等 
■ 文系 
【自動車部門】カーメーカー・部品メーカー・農建機メーカーへの提案営業／運送
事業者・タクシー事業者への提案営業／戦略的な調査・企画／見積、原価企画、納
入／海外支援（現地法人の経営・生産サポート）／品質管理 等 
【生活環境機器部門】電線・ケーブル、ガス機器（ガスメーターやガス漏れ警報機
など）、環境エネルギー機器（太陽熱温水器など）の営業・企画 等 
【管理部門】法務／財務／経営企画（新規事業含む）／原価企画／物流／調達（資
材・部品など）／品質管理 等 

応募方法 
選考の流れ 

エントリー → 書類選考 → 適性検査（SPI3）→ 採用STEP（３回：面接、適性検査
含む）→ 内々定 

雇用形態 正社員 

給与 
大学・高専専攻科卒/ 月給21万1,000円、 
大学院（修士）了/ 月給22万8,500円、大学院（博士）了/ 月給25万2,500円 

外国人留学生の 
採用予定人数 

未定 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 
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株式会社USEN 
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企業情報 

本社住所 東京都港区北青山3-1-2  

設立  1964年9月 

資本金 
 60億円 
（平成28年8月31日現在） 

従業員数 
 単体 2,660人／連結 3,273
人（平成28年8月31日現在） 

事業内容 

＜音楽配信事業＞ 
お客様の戦略的なニーズに合わせたBGMサービスを展開 
＜ICT事業＞ 
ネットワークやクラウドサービスなどを総合的に提案 
＜集客支援事業＞ 
料理人の顔が見えるグルメサイト「ヒトサラ」を展開 
その他新事業として「開業支援事業」「エネルギー事業」「店舗ICT事業」など 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2016年卒…1名／2017年卒…2名 
上記の3名はシステムエンジニアとして入社しております。 
営業職でも募集を行っておりますが、業務上日本語での円滑なコミュニケーションが必要
になります。 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 全国各地の事業所 

仕事内容 

＜総合職＞ 
◆ソリューション営業職 
 ・店舗向け 音楽／各種ソリューションサービスの提案営業 
 ・チェーン店向け 音楽／各種ソリューションサービスの提案営業 
 ・店舗向け 集客支援サービスの提案営業 
 ・法人向け ICTサービスの提案営業 
◆エキスパート職 
 新事業部門／各事業の企画・サポート/経理・財務・法務 
 BGMコンテンツの制作・編成／WEBメディア制作 
 人事・総務 
◆SE職（システムエンジニア） 
 ・開発（チューナー／放送システム／業務管理システム／WEB／アプリの開発） 
 ・インフラ（サーバ・DB・NWの構築・保守・運用） 

応募方法 
選考の流れ 

QRコードより、会員制「マイページ」へご登録ください。 
マイページより会社説明会（必須）を予約し、 
選考にお進みください。 
 
→複数回の選考（プレゼンテーションと質疑応答）  
→内定 
※一部職種では、若干の変更となる場合がございます。 

雇用形態 正社員 

給与 大卒 225,000円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

外国人留学生と日本人は区別なく採用します。 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 
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企業情報 

本社住所 山口県山口市佐山717-1（本社） 

設立  1974年9月  

資本金  10億円  

従業員数   43,112名…男性：11,880名／ 

   女性：31,232名 (2015年8月末現在)  

事業内容 
日本国内および世界各地において、商品企画・生産・物流・販売までの自社一貫コ
ントロールにより、高品質・低価格のカジュアルブランド『ユニクロ』を提供する
アパレル製造小売業(SPA)  

外国人社員の 
採用実績・活躍 

毎年多数の留学生が入社し、店長、スーパーバイザー、本部社員など、さまざまな
フィールドで活躍しています。 
選考基準、キャリアステップも日本人学生と同様となります。 

募集情報 

募集職種 グローバルリーダー職 

勤務地 全国の直営店舗 

仕事内容 

グローバルリーダーとは、一生を賭けてキャリアを磨き、グローバルで大活躍し、
リーダーとして主体的に、真剣に世界を良くしていく人です。 
世界中の人々に本当に良い服、今までにない新しい価値を持つ服を提供することで
ユニクロはカジュアルウェアで世界NO1の企業を目指します。その為には世界一の
経営、世界一の商品、世界一のサービス、世界一の店舗・売場、世界一の社員がな
ければなりません。これを実現するのは、世界で通じる経営の原理原則を体得した
経営者です。 
入社後、まずは国内のユニクロ店舗にて経営・商売の原則原理を体得して頂きます。
それぞれの希望と実力を考慮し、店舗経験後、より大きな裁量をもつ、店長やスー
パースター店長、自らユニクロのオーナーになるFCオーナーになること、複数の店
舗や地域の経営責任を担うスーパーバイザーや、ブロックリーダーになること、現
場で学んだことを活かし、強力に店舗をサポートする本部で活躍することなど、自
分の志向と自分に対する期待にあわせて多様なキャリアを描くことができます。 

応募方法 
選考の流れ 

弊社採用サイトからエントリーをお願い致します。 
https://www.e2r.jp/ja/fastretailing_newgrad/logon.html 

雇用形態 正社員 

給与 210,000円   

外国人留学生の 
採用予定人数 

未定 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
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これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 
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企業情報 

本社住所 
神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-
20 SUN HAMADA BLDG. 5階 

設立  1945年3月1日 

資本金 
 99億9,697万5900円
（2016年6月30日現在） 

従業員数 
 約9,400人(連結) 
（2016年3月31日現在） 

事業内容 

★主な製品群：車体骨格部品、トランスミッション部品、樹脂部品★設計→実験・解析→
工程企画→量産までを一貫して自社対応しており、日産自動車をはじめとする完成車メー
カーへ製品をグローバルに提供しています。経営理念は「プレスを究めて、プレスを越え
る」。アットホームな雰囲気の中、グローバルに活躍したい方、お待ちしております♪ 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

【採用実績】2007年4月：神奈川大学、2014年4月：大阪大学大学院、2015年4月：長
岡技術科学大学大学院、2016年4月：首都大学東京大学院、香港中文大学大学院 
【活躍】 
＜技術系＞設計（車体骨格部品の設計）、＜事務系＞経理（北米・南米・ロシア等の月次
収益管理分析、海外駐在経験有り 等）・調達 等 

募集情報 

募集職種 
【技術系】設計、生産技術、実験・解析、品質保証 他【事務系】営業、調達、生産
管理、経理、人事、総務 他 

勤務地 神奈川県横浜市、神奈川県大和市、静岡県富士市 他（将来的には海外も有） 

仕事内容 

【技術系】 
●設計：自動車部品（車体骨格部品・トランスミッション部品・樹脂部品）および金型治
工具の設計 ●生産技術：金型や生産設備の工程企画・製作・工場への設置を短期間で実
施 ●実験・解析：実験設備を使った自動車部品の性能評価、剛性や強度などをCAEを用
いて解析 ●品質保証：品質向上に関する情報を、社内の技術部門から量産工場の各部門
にフィードバックして改善 他 
【事務系】 
●営業：お客様と折衝し、受注活動と契約を行なう ●調達：材料や部品などすべてのも
のを選定し、発注・価格決定して購入する ●生産管理：当社が受注した製品のQ（品
質）・D（納期）・C（コスト）を最良にするための企画を練り、実行する ●経理：当社
グループ全体の経理・財務業務全般をグローバルにコントロールする ●人事：採用・配
属・評価・報酬・教育に関する業務 ●総務：固定資産管理・株式・稟議・法務・環境・
安全・リスク管理に関する業務 他 

応募方法 
選考の流れ 

【応募方法】 
ユニプレスHP、リクナビ、マイナビからエントリーいただけます。エントリー後、弊社
専用「マイページ」のご案内をE-Mail宛にお送りいたします。会社説明会などのご予約は
すべてマイページ上で行ないます。 
【選考の流れ】 
会社説明会→一次選考（適性検査・エントリーシート）→二次選考（人事とのグループ面
接）→三次選考（役員との個人面接）→内々定 

雇用形態 正社員 

給与 200,000円（基本給：2016年4月実績）、218,000円（基本給：2016年4月実績） 

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名（2016年4月は技術系1名、事務系1名） 
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企業情報 

本社住所 
横浜市神奈川区金港町5-14 
クアドリフォリオ7F 

設立  昭和52年4月 

資本金  1,000万円 

従業員数  126名(平成28年2月現在) 

事業内容 

SoftBankの正規代理店として、神奈川県および東京都でソフトバンクショップを12
店舗運営。ワイモバイルの正規代理店として神奈川県でワイモバイルショップを8店
舗運営。 
その他、携帯リユース事業、モバイルソリューション事業、自然エネルギー事業、
不動産事業など幅広い事業を展開。常に新しいことにチャレンジし、更なる事業拡
大を目指しています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2015年より外国籍の方を対象とする採用活動を積極的に実施！！ 
これまでに採用・入社実績も多数あり、働きやすい職場環境が整っています★ 
今後はご来店される幅広い国籍のお客様により満足して頂ける接客を目指すため、 
さらに外国人社員の採用に力を入れていく予定です。 

募集情報 

募集職種 ショップクルー 

勤務地 
当社運営の「ソフトバンクショップ」、「ワイモバイル」、「eco mobile」各店舗 
および関連会社株式会社ビアネットが運営する「auショップ」各店舗。  

仕事内容 

■ショップでの接客サービス全般(販売・契約・事務業務)  
多くのお客様と関わる機会があり、活気溢れる職場です。 
外国籍のお客様も多くご来店されるため、 
これまでの語学経験を生かし活躍できること間違いなし！ 
「人と話すことが好き」「初対面の人とも仲良くなれる」 
向上心のある方・何事も楽しむことが出来る方大歓迎♪ 

応募方法 
選考の流れ 

■応募方法 
・電話申し込み 
採用担当(0800-222-3331)までお気軽にお電話下さい。 
・リクナビ2018からエントリー 
※2017年3月1日より受付開始！！ 
「リクナビ2018 吉田通信株式会社」で検索！ 
こちらのURL(https://goo.gl/73Lq67)からアクセス可能です★                       
■採用の流れ  
1.エントリー 2.会社説明会3.一次面接4.社長面接5.筆記試験・適性テスト 6.内定 
最短3週間で内定可能♪ 

雇用形態 正社員 

給与 大学卒 月給200,900円(試用期間3ヶ月：200,000円)  

外国人留学生の 
採用予定人数 

若干名 

吉田通信株式会社  
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第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 東京都千代田区三番町8-1 

設立  1949年12月 

資本金  85億7300万円 

従業員数  1,443人 

事業内容 

系列に属さない独立系の自動車部品メーカー（東証一部上場）。 
ピストンリング（四輪・二輪・建機・船舶用）・カムシャフト・バルブシート・バ
ルブリフター等エンジン部品、ＡＴ用シールリング、ナックル等足廻り部品、ブ
レーキ部品、電波暗室、シールドルーム、電熱線、工業炉等の製造・販売。 
ピストンリングのシェアは国内約５０％（第１位）、世界約２０％（第３位）。AT
用シールリングも約8割の国内シェア。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

当社では、10名の外国籍の人が働いています。うち2名が新卒採用です。 
中国人7名、インドネシア人2名、韓国人1名です。9名が技術者です。 
半数の5名は管理職で、技術部門の部長や課長として活躍しています。現地法人の幹
部になっている社員もいます。国籍に関係なく活躍できる会社です。 
2017年4月にはメキシコ人の技術者の入社も決まっています。 
将来的には、ドイツやメキシコ、インドネシアやタイで活躍して頂きたいと考えて
います。 

募集情報 

募集職種 技術系（研究開発、製品技術、生産技術）、事務系（営業、経営企画 他） 

勤務地 新潟県柏崎市、埼玉県熊谷市、東京都 他 

仕事内容 

◎技術系 「研究開発」次世代製品の企画・開発 等 
     「製品技術」エンジン機能部品・構造部品の設計開発、 
     シミュレーション解析 等 
     「生産技術」成形法・表面処理法等の技術開発、 
     生産設備の設計・開発 等 
 
◎文科系 「営業」ピストンリング等エンジン部品の国内外向け営業 
     「経営企画」経営計画の策定、海外事業戦略 等 

応募方法 
選考の流れ 

リクナビエントリー ⇒ 会社説明会 ⇒ ES+筆記試験 ⇒ 面接（2～3回） 

雇用形態 正社員 

給与 大卒 202,000円、修士了 217,000円  

外国人留学生の 
採用予定人数 

1～2名 

株式会社リケン  
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企業情報 

本社住所  東京都中野区本町2-54-11 

設立  1973年（昭和48年)8月17日 

資本金 
 752億8,236万円 

（2016年9月30日現在） 

従業員数 
 7,735名 
（2015年9月30日現在） 

事業内容 

1、賃貸事業  2、建築請負事業  3、ブロードバンド事業  4、ホテルリゾート事業  5、シ
ルバー事業  「住まい」を起点として、人々の豊かな暮らしの提供と、より快適な社会づ
くりに貢献することを目指している当社。 
お客様へのお部屋紹介はもちろん、物件の建築・管理も自社一貫で行っています。 
その他、国内ホテルや海外リゾート施設の運営、高齢者施設の管理・運営なども手掛ける
など、幅広い事業を展開しております。  

外国人社員の 
採用実績・活躍 

・16年卒新卒採用 28名 ・17年卒新卒採用 10名 
現在、15ヶ国227名の外国籍社員が在籍。 
（中国・台湾・韓国・朝鮮・モンゴル・ベトナム・フィリピン・ミャンマー・タイ・カン
ボジア・インドネシア・ネパール・マレーシア・ブラジル・イギリス） 
日本国内の入居者だけではなく、海外からの問い合わせ・契約手続きのサポートにも各国
言語で対応。更には国内の物件紹介など様々な職種で活躍することができます。外国籍の
管理職も多く、各店舗のマネージャー・店長に昇進可能。同じ境遇の先輩に囲まれ、安心
して働くことが出来ます。 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 全国 

仕事内容 

◆賃貸営業：日本国内の店舗で、住まいをお探しのお客様に自社物件をご紹介します。 
 お客様一人ひとりのニーズに合った物件と入居プランを提案し、快適なアパートライフ
をサポートします。特に、外国人のお客様専門の店舗が国内に9店舗あり、多言語に対応
できる体制を整えております。 
◆賃貸管理：自社物件の保守管理や入居中のお客様からのお問い合わせの対応など、 
入居後の総合的なアフターサービスを専門的に担います。「レオパレス21だから安心・安
全な暮らしができる」ということを感じて頂くために、迅速・柔軟な対応を行います。 
◆コールセンター：現在入居中のお客様や、これから入居を検討しているお客様からのお
問い合わせに対し、電話やメールで回答・アドバイスをします 。世界各国から来日する
お客様の立場に立った対応が求められます。 
 
そのほか、お持ちの資格やスキルに応じた職種への配属の可能性があります。 

応募方法 
選考の流れ 

当社ホームページ『2018年度 新卒採用情報』
（http://www.leopalace21.co.jp/recruit/graduates18/）からご応募ください。 

雇用形態 正社員 

給与 
固定給（月給）205,000円＋諸手当 ＋業績給 ※業績給の支給は営業職に限ります。
（給与例は四大卒になります。） 

外国人留学生の 
採用予定人数 

20名 

株式会社 レオパレス21  
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第3章：企業情報  ②留学生積極採用企業紹介 

企業情報 

本社住所 
東京都品川区大崎1-11-2 
ゲートシティ大崎イーストタワー 

設立  1975年4月15日 

資本金  585億664万4千円 

従業員数 
 8,294人 （連結） 
【2016年2月末現在】  

事業内容 コンビニエンスストア「ローソン」のフランチャイズチェーン展開 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

【直近の採用人数】 
2013年入社：50名、2014年入社：27名、2015年入社：28名、 
2016年入社：16名、2017年入社予定：16名 
ローソンでは、外国籍の社員の採用は、国内における革新的な事業や商品、サービ
スを創出する人財戦略の基盤となるものと考えています。2008年より外国籍社員の
採用を積極的に行い、123名が在籍しています。 
（中華人民共和国、大韓民国、ベトナム、インドネシア、ネパール、モンゴル国、
台湾、バングラデシュ）現在は、スーパーバイザー（SV：店舗経営指導員）やマー
チャンダイザー（MD：商品開発担当者）、財務、人事、ロジスティクス等のコーポ
レートスタッフをはじめとするさまざまなポジションで活躍しています。 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 全国 

仕事内容 

入社後、店舗での勤務を経て、スーパーバイザー（コンサルティング）に携わって
いただきます。ローソンはフランチャイズビジネスの会社です。加盟店に対し、
様々な「しくみ」を提供することが仕事であり、その様々なしくみをひとつひとつ
の店舗に合った形にカスタマイズし、コンサルティング提案をすることでお客様に
喜んでいただける店舗づくりに携わっていただきます。 
また、技能・適正に応じて、店舗開発、ＩＴ、ＭＤ（商品開発）、エンタメ・サー
ビス、経営戦略、マーケティング、システム開発、環境・社会貢献、人事など、別
の部署に配属になることもあります。 

応募方法 
選考の流れ 

エントリー⇒説明会⇒適性検査⇒グループディスカッション⇒面接（数回）⇒内定 

雇用形態 正社員 

給与 
【2016年4月初任給実績】 
大学卒 20万8000円 
大学院卒 22万1620円 

外国人留学生の 
採用予定人数 

20名～60名 

株式会社ローソン  
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ワンルームタイプで食事付【住居】情報

【学生会館の特徴】 
・ 館長夫妻が常駐し、日曜・祝日・第5土曜日等を除き、朝夕2食のご提供がサービスとなります。
・ 居室内整備は、机・椅子・タンス・書棚・ベッド・ユニットバス・ミニキッチン・デスクライト・カーテン・IP電話・エアコン・インターネット回線等
が備え付けとなります。

・ 共用設備（サービス）は、食堂・大浴場（一部無し）・ランドリールーム等となります。
・ 詳細は各会館によって異なりますので、あらかじめご了承下さい。

【外観イメージ】 【居室のイメージ】 

ドーミー本蓮沼 ドーミー上石神井 

【食事のイメージ】 

【室内のイメージ】 

【共用設備のイメージ】 

朝食 夕食 ランドリールーム 食堂 

居室例Ⅰ 居室例Ⅱ ユニットバス ミニキッチン

◆長期契約料金表◆ （留学生料金がご利用できない会館もございます）

会館タイプ 
費 用 

Cタイプ（マンションタイプ）個室 

97,500円 
館 費（月 額） 

建物維持費 (年 額） 3,000円 

契約金 
入館費 50,000円 
保証金 50,000円 

ルームクリーニング代* 46,440円 

その他
費用 

電気料金* 固定料金（5,400円）/電力会社との直接契約 

通信設備料* 3,890円+IP電話使用料金 

※ 学生会館によってはガス料金、水道料金を各社と直接契約して頂く場合もあります。
※ 表記中の*がついている項目は消費税込の表示です。（2017年1月現在8％）
※ 上記は2017年1月現在の料金です。今後、変更させていただく場合もございますのでご了承下さい。

※ ご不明な点がございましたら下記共立メンテナンスまでお問い合わせ下さい。

株式会社共立メンテナンス TEL: +81-3-5295-7889    FAX: +81-3-5295-5906 
Email: int@gakuseikaikan.com 
URL: www.gakuseikaikan.com 

＜お役立ち情報②＞共立メンテナンス住居情報（学生向） 
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共立財団の紹介 

一般財団法人 共立国際交流奨学財団 

アジア諸国からの留学生を支援するために、次のような事業を行っています。 

公共事業 

■奨学金支援事業 

・一般財団法人 共立国際交流奨学財団 奨学金 各年度：15名（合計30名） 
   支給期間：2年間 支給金額：10万円（月額） 
・㈱共立メンテナンス奨学基金 奨学金 各年度：35名程度 
   支給期間：1年間 支給金額：6万円（月額） 
・現地支給奨学金（ベトナム・ミャンマー・カンボジア・ラオス）各年度：約10名程度 
   支給期間：1年間 支給金額：1万5千円（年額） 
・奨学候補生現地（ベトナム・ミャンマー・カンボジア・インドネシア・マレーシア）選考会の開催 

■生活・学習情報支援事業 

・財団紹介パンフレット、情報誌「アジア文流」（年２回）、留学生の就職情報誌「共立・桜」（本誌）、日本     
 生活案内「留学生生活手帳」を刊行 
・ソウル事務所にて、日本の就職情報、生活情報を無償で提供 

■国際交流支援事業 

・「日本体験コンテストin大韓民国」の開催（年１回） 
・「日本語体験コンテストin上海」、「日本語体験コンテストinホーチミン」、「日本語体験コンテストin 
 ヤンゴン」、「日本語体験コンテストinバンコク」、「日本語体験コンテストinプノンペン」、「日本語体験 
 コンテストinジャカルタ」、「日本語体験コンテストinクアラルンプール」の開催（各年１回） 
・「日本人学生の『アジア体験』コンテスト」の開催（年1回） 
・奨学生、留学生を中心にした研修旅行（ホームステイプログラム）の開催（北海道、沖縄等 年7回程度） 
 

収益事業 

■留学生寮事業 

・国際交流会館 2棟（つつじヶ丘男子学生会館、相模大野学生会館）の運営 
・学習奨学寮での安全で良好な住居の提供 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 
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つつじヶ丘男子学生会館      2食付、家具付、ドミトリータイプ 

【居室】洋室9.9m2 

【交通】京王線「つつじヶ丘駅」下車徒歩約15分、  

          「仙川駅」下車徒歩13分 

          （バス利用時、「 稲荷前」下車徒歩1分） 

東京都調布市若葉町3-9-3 

■長期契約 

一
人
部
屋 

毎月支払 契約時費用 【１２４，０００円】 

寮費 
５３，０００円 

電気代 5,000円（税別） 

入室料          ５３,０００円 

リフォーム代       １５,０００円  

建物維持費（年額）   ３,０００円 

１ヶ月目寮費      ５３，０００円 

二
人
部
屋 

毎月支払 契約時費用 【１０３，０００円】 

寮費 
４５，０００円 

電気代 3,500円（税別） 

入室料          ４５,０００円 

リフォーム代      １０,０００円  

建物維持費（年額）  ３,０００円 

１ヶ月目寮費      ４５，０００円 

■短期契約 

一
人
部
屋 

契約時一括支払（１ヶ月の場合） その他の支払 

寮費 ７２，０００円/月 
建物維持費・電気代・布団リース込 

通話料（実費） 

二
人
部
屋 

契約時一括支払（１ヶ月の場合） その他の支払 

寮費６２，０００円/月 
建物維持費・電気代・布団リース込 

通話料（実費） 

相模大野学生会館      2食付、家具付、マンションタイプ 

【居室】洋室16.4m2 

【交通】小田急線「相模大野駅」下車 徒歩12分、 

        小田急江ノ島線「東林間駅」下車徒歩約7分 
神奈川県相模原市南区東林間1-15-21 

■長期契約 

一
人
部
屋 

毎月支払 契約時費用 【１５６，０００円】 

寮費 
６５，０００円 

電気代 5,000円（税別） 

入室料         ５８,０００円 

リフォーム代      ３０,０００円  

建物維持費（年額） ３,０００円 

１ヶ月目寮費     ６５，０００円 

■短期契約 

一
人
部
屋 

契約時一括支払（１ヶ月の場合） その他の支払 

寮費 ８８，０００円/月 
建物維持費・電気代・布団リース込 

通話料（実費） 

※ 全てインターネット代込みの料金 

※ 長期契約（91日以上）、短期契約（90日以内） 
※ 長期契約入寮時の日割り適用 

※ 建物維持費の加入は入寮の際義務付けられています 

共立財団 検 索 

詳しくは 共立財団ホームページへ。 

| お問い合わせ | 

0120-952423  (月～金 9:00-17:00) 

外観 

居室（1人部屋） 

パブリックバス 

居室間取図 

外観 

居室 

居室内ユニットバス 

居室間取図 

国際交流会館 



＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

『学習奨励寮』支援制度 
 当財団は、2008年10月以降の世界経済の不況による影響で、留学生が生活費不足という経済的理
由により就学を断念する傾向が増大している現状から、経済的不安なく学生生活を過ごしてもらう為、
全国6地域（札幌、仙台、首都圏、名古屋、大阪、福岡）で部屋を用意し、留学生の生活支援と学習意
欲を奨励する為に「学習奨励寮」を安価で提供しています。 

 
寮の特徴   

 ① 寮長、寮母が同居！ →      学生の安全管理、学校との連携 

 ② 寮長、寮母が作る寮食！ →      学生の健康管理、病気対応 

 ③ 日本人学生と留学生混在！ →      学生間の国際交流・異文化体験 

 ④ 学生寮！ →      学習環境が整備 

 

お問合せ：一般財団法人共立国際交流奨学財団        

     0120-952-423 

 

お問合せ：福岡支所092-474-0771 

 

お問合せ：名古屋支所052-204-6101 

 

お問合せ：大阪支所06-6233-3600 

 

お問合せ：札幌支所011-233-1234 

 

お問合せ：仙台支所022-223-2655 

詳細は当財団ホームページ（http://www.kif-org.com）をご覧ください。 
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＊データ作成時のご注意＊ 
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。 
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。 
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

＜本部＞ 
〒101-0021 
東京都千代田区外神田2丁目18番8号 
TEL：03-5295-0205 FAX：03-5295-0206 
（URL） www.kif-org.com 
 

一般財団法人 共立国際交流奨学財団 

ソ ウ ル 事 務 所  

(大韓民国) 

〒100-191 ソウル特別市中区乙支路16 白南ビル804号 

TEL: 02-757-2343  FAX: 02-775-9997 

(URL) www.kyoritsu.or.kr 

上海市甘泉外国語中学 

(上海委託事務所 ) 

中華人民共和国 

〒200-065 上海市普陀区宜川路400号 A306室 

TEL・FAX: 021-5661-6911 

(URL) www.ganquanschool.com   

SAKURA-VT 

(ホーチミン委託事務所) 

VIETNAM 

147 Pasteur St., Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 

TEL: 08-3820-6318   

(URL) www.kif.vn   

MOMIJI Japanese Language Center 

(ヤンゴン委託事務所) 

MYANMAR 

NO.15/17, 3rd Floor Room 4A Insein Road, Hledan Kamayut Township, Yangon 

TEL: 09450-614644/09450-614650     

  

J-Study Center by Lai Brothers 

Corporation 

(バンコク委託事務所) 

THAILAND 

77/254 Phayathai Rd., Rajthevi, Bangkok 10400 

TEL: 02-255-9683/085-686-0400  FAX: 02-255-9680 

(URL) www.kif-thai.com   

KHJ GROUP 

(プノンペン委託事務所) 

CAMBODIA 

No.45, St.242, Sangkat Vilvong, Khan 7Makara, Phnom Penh City 

TEL: 023-210-109    

(URL) www.kif-cam.com 

COACH 

(ジャカルタ委託事務所) 

INDONESIA 

Attention to. Verawati Jl.Percetakan Negara 2 Makam No.11, Jakarta Pusat 10560 

TEL・FAX: 021-4222453 

(URL) www.kyoritsu.or.id  

A To Z Language Centre SDN BHD 

(クアラルンプール委託事務所) 

MALAYSIA 

70B Jalan SS21/62 47400 Damansara Utama Petaling Jaya Selangor 

TEL: 03-7728-4662 
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