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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

01



目次

ご挨拶  日本で就職活動をする留学生の皆さまへ
はじめに  就職活動に必要な10項目
就職活動スケジュール①就活成功の秘密は準備のスタートにあり！
就職活動スケジュール②エントリーから内定までのスケジュール

第1章：就職市場について

業界を知る
　大手企業と中小企業は何が違うのか
　数字で見る留学生の就職状況

第2章：実践＆ノウハウ編

①自己分析
　　自己分析をしよう

②エントリーシート＆履歴書
　　エントリーシートサンプル
　　履歴書サンプル（オリジナルフォーマットを作ろう）
　　業界研究はこれがポイント!
　　知っておきたい基本マナー（Eメール/敬語）
　　知っておきたい基本マナー（服装/電話）
　　王道から難問まで、ES質問実例集

③留学生に求められていること
　　企業は留学生に何を求めているか

④筆記試験
　　SPI、WEBテストを攻略
⑤グループディスカッション・グループワーク
　　好印象を残すGD・GW
　　GD・GWは建設的に進めることがポイント（実例集）

⑥面接
　　最後の難関・面接の流れ
　　面接突破のポイント（実例集）
⑦実践編アドバイス
　　企業とOBOGに聞く、実践編の本音
         インターンシップ
＜お役立ち情報①＞共立メンテナンス住居情報(社会人向）

1

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

第3章：企業情報
①業界別採用動向
　　企業研究のヒントに。業界別採用動向
②留学生積極採用企業紹
　　株式会社アイティ・イット
　　曙ブレーキ工業株式会社
　　アットホーム株式会社
　　株式会社アミューズ
　　HL株式会社         
　　エステー株式会社
　　株式会社NTQジャパン 
　　株式会社KADOKAWA
　　兼松株式会社
　　株式会社ガリレオ
　　株式会社カンデオ・ホスピタリティー・マネジメント
　　株式会社共立メンテナンス
　　株式会社グローバル・デイリー
　　行知学園株式会社
　　株式会社再春館製薬所
　　ザイマックスグループ
　　株式会社サカタのタネ
　　三光ソフラングループ
　　サンコー・エア・セルテック株式会社
　　株式会社シイエム・シイ
　　JKホールディングス株式会社
　　ジャパンシステム株式会社
　　ジョーンズラングラサール株式会社
　　株式会社スタジオーネ６３
　　セイコー・エプソン株式会社
　　西洋フード・コンパスグループ株式会社
　　精和産業株式会社
　　株式会社ZERO TO ONE
　　センコー株式会社
 　　ソニー株式会社

         

48

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

0302



目次

株式会株式会社ゾフ
株式会社ダイセル
株式会社旅工房
蝶理株式会社
テクダイヤ株式会社
東急住宅リース株式会社
東京理化器械株式会社
株式会社東宝プラン
ナガタベルリッツア株式会社
株式会社ナリス
日通商事株式会社
日本駐車場開発株式会社
株式会社NENGO
株式会社バイテック・グローバル・ジャパン
株式会社バイリンガ
ヒューマンリソシア株式会社
株式会社ファミリーマート
不二製油株式会社
不二古河E＆C株式会社
藤森工業株式会社
株式会社Plan・Do・See
株式会社マイベスト
株式会社モバイルファクトリー
UTテクノロジー株式会社
株式会社ユニクロ
吉田通信株式会社
株式会社リケン
リコージャパン株式会社
株式会社レオパレス21
株式会社ローソン
株式会社ロピア
＜お役立ち情報②＞共立メンテナンス住居情報（学生向）

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

0504

第4章：日本式 就活情報
①留学生ゆえに必要な情報
　　就職のための在留資格変更方法
　　書類サンプル
②チェックシート
　　留学生が日本で就活をするための必要事項チェックシート
③お役立ち情報
　　就職活動お役立ちサイト一覧
　　一般財団法人　共立国際交流奨学財団の紹介

112

114

116

118

120







2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

①インターンシップ

②自己分析

③業界研究

④職種・企業研究

⑤エントリー

⑥企業説明会

⑦ES・試験・面接

⑧内々定

2019年 2020年

■2020年3月卒業の方 ■2021年3月卒業の方

内定式 入社式

※2019年3月卒業の方で卒業後も就職活動を続ける人は,卒業後なるべく早く【特定活動ビザ】へ変更する申請をしましょう。

2021年3月卒業の方

2021年3月卒業の方

2021年3月卒業の方

VISA申請





中国, 10,326 

ベトナム, 4,633 

ネパール, 2,026 

韓国, 1,487 

台湾, 810 

インドネシア, 253 

スリランカ, 242 

タイ, 239 

フィリピン, 230 
ミャンマー, 212 

その他, 
1,961 

合計　22,419人

合計　30,138人

合計　36,608人

留学生の出身国推移、会社のカテゴリー、個人の職業カテゴリー、会社のくくり、業務内容
実績をご紹介（2012年～2017年）。数字が大きい分野は留学生を積極採用しているという
ことになります。業界、企業分析の参考にしましょう。

20,486

712

626 254
341

 技術・人文知識・国際業務

経営・管理

                           教授

  医療

 その他

2,869

2,335

1,553
1,498

1,157

926

920
818

799650

16,613

商業（貿易）
コンピュータ関連サービス
飲食業

教育
ホテル・旅館
一般機械
電機
建設
食品
運輸
その他

8,715

5,172

3,479
2,296

1,775
1,556

1,513

1,429

10,673

翻訳・通訳

販売・営業

  海外業務

技術開発（情報処理分野）

貿易業務

技術開発（情報処理分野以外）

設計

教育

その他

国 2012 2013 2014 2015 2016 2017

中国 7,032 7,637 8,347 9,847 11,039 10,326

ベトナム 302 424 611 1,153 2,488 4,633

ネパール 224 293 278 503 1,167 2,026

韓国 1,417 1,227 1,234 1,288 1,422 1,487

台湾 352 360 514 649 689 810

インドネシア 107 111 124 147 214 253

スリランカ 91 87 121 177 242 242

タイ 170 167 171 200 238 239

フィリピン 42 65 126 160 183 230

ミャンマー 106 122 129 160 183 212

その他 1,126 1,170 1,398 1,463 1,650 1,961

合計 10,969 11,647 12,958 15,657 19,435 22,419

※複数の項目にチェックがあったものは重複して計上しています。

※法務省入国管理局広報資料（2018年）より
※法務省入稿管理局は2019年4月より、「出入国在留管理庁」に名称変更いたします。

※複数の項目にチェックがあったものは重複して計上しています。
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日本で就職決定した新社会人限定の食事付【住居】情報
新社会人応援制度のご案内
（フレッシュマン　サポートシステム/FSS）

　「初めて社会に出る新社会人の皆様が、より充実した生活が送れるよう環境を整えたいという思いから
ご案内している応援制度です。
　具体的には、家具・食事付サービスアパートメント「ドーミー」を、就職してからの2年間限定して特別料
金で提供いたします。
　本制度は室数等が限定のため、希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ドーミー会館の特徴
・マネージャー夫妻が常駐し、健康管理や防犯管理、郵便宅配の受取代行など生活をお手伝いします。
・朝夕２食を会館内食堂にて日曜日・祝日・第5土曜日及び夏季・年末年始を除きご提供します。
・居室にはベッド・机・椅子・エアコン・本棚・クローゼット・IP電話＆インターネット回線・カーテン・照明器具などが
  備え付けです。
・食堂・大浴室・個室シャワー・トイレ・洗面室・ランドリー室などの共用施設が整っています。
・利用時間や設備など各会館によって異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

契約条件

ドーミー東船橋ドーミー大泉学園 食堂

管理運営　株式会社共立メンテナンス FSS事務局
TEL:03-5295-7891    FAX:03-5295-2057

http：//www.gakuseikaikan.com

居室例（Aタイプ）

※Bタイプは、Aタイプ家具類＋洗面化粧台が完備。

※Cタイプは、Aタイプ家具類＋ユニットバス＋ミニ

　キッチンが完備。

※Dタイプは、Aタイプ家具類＋ユニットバスが完備。

利用料金

金額は消費税8％を含む総額表示のため税制改正により変更する場合があります。

大浴場ランドリー室
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　ルームクリーニング代

　　　費目
　　                      居室

契

約

手

続

き

時

の

費

用

保証金

入館費

館費（食事付・管理費込）

　　電気料金　

　　通信設備費

毎
月
の
費
用

そ

の

他

の

費

用

　火災保険料

エリアにより料金が異なります。

40,000～50,000円

基本料金 843円＋電気設備費 972円＋使用料金　※2

40,000～50,000円

5,500円（ 1年契約 ）

21,600～49,680（居室タイプにより異なります。退去時発生）

基本料金 3,888円＋ＩＰ電話通話料　※3

　　54.300～64,900円 72.300～82,900円59,300～69,900円

Aタイプ Bタイプ C-Dタイプ

社会人向け＜お役立ち情報①＞

・学校を卒業後、初めて就職し、就職先に住居が用意されていない新社会人の方　（アルバイトは不可）
・就職してから2年未満の方
・仕事に邁進しようとする方
・共同生活を円滑に送れる方
・連帯保証人に関して
  原則連帯保証人が必要です。（日本人、または日本の永住権を取得している方で収入のある方）
  連帯保証人を立てられない場合、下記の代替手段をご用意しています。
  ①館費2ヶ月分を保証金に充当
  ②保証会社の利用（弊社指定）
※内定先の企業様も連帯保証人になれます。
　お客様よりご相談して了承が得られましたら、その旨お申し出ください。

※1　会館により電力会社との直接契約または基本料固定/月額の場合がございます。
　　  使用料金の他に燃料調整費を別途請求いたします。
※2　ユニバーサルサービス制度に基づき、ユニバーサル料を別途請求させていただきます。
（注）ドーミーにより水道料金・ガス料金等が別途必要となることがあります。





＊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。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社アイティ・イット 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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08月01日 

資本金 1億円 

従業員数 550名 

事業内容 

大手通信キャリア向けに通信回線の運用・保守・監視業務を実施する他、設計・開発も行います。 
また、大手レンタルサーバー会社のデータセンター運用業務も行っており、国内最大級のインフラサー
ビスのサーバー構築・運用の他、業務用ツールの開発や業務設計・運用ドキュメントの作成等、 
幅広く業務に携わっていただけます。 

外国人社員の採用実績・活躍 
日本語・英語を駆使して上記業務で活躍いただいております。通信やプログラム開発の知識・経験等が
ある方であればもちろん、応対能力が問われる業務でもありますので語学力のある方も多数採用してお
ります。 

募集情報 

募集職種 ネットワークエンジニア、サーバエンジニア 

勤務地 東京 

仕事内容 

国内外の通信回線のユーザ企業からの回線使用上のトラブルの問い合わせ（例：「つながらない」「遅
い」「つながったり、つながらなかったり、不安定である」）を受け、修復に向けた手続き・処理を
行っていきます。海外の回線の場合、提携している現地の通信キャリアに対して、作業工程の進捗管理
等も行うことがあります。 
 
 
レンタルサーバ業務においては、ユーザからの問い合わせ（例：使用方法、設定方法）に対する応対を
通じて、サーバが実際にどのように使われるのかということから慣れていきます。 
 
 
両方の業務において、今最も需要があるのが自働化、ツール開発というテーマです。業務を効率化する
システムを開発し整備していくことが、各業務拠点において活発に行われております。 

雇用形態 技術職正社員、準正社員 

給与 技術職正社員232,000円以上、準正社員212,800円以上 

言語条件 日本語能力 N２以上   英語能力 TOEIC700以上   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 若干名 

応募方法・選考の流れ 当社HPより応募⇒面接2回⇒内定 

応募者用連絡先 TEL: 03-5209-8749  /  mail recruit@it-it.co.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して)   

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

曙ブレーキ工業株式会社 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 〒348-8508 埼玉県羽生市東5丁目4番地71号  

設立 1929年1月 

資本金 199億円 

従業員数 9,240名（連結/2018年3月31日時点） 

事業内容 

独立系ブレーキ専業メーカーとして、世界中のお客様に安全と安心を提供しています。 
主な製品としては、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」。これらをグローバルで開発・製造し、供給しています。  
また、ブレーキのエキスパートを目指し、2002年よりさまざまなカテゴリーのモータースポーツにブ
レーキを供給してきました。さまざまな分野へのブレーキ供給を行うとともに、電動化対応など、次世
代技術の開発にも力を注いでいます。 

外国人社員の採用実績・活躍 

現在外国籍の社員29名（中国9名、ドイツ3名、韓国2名、カナダ2名、フランス2名、アメリカ1名、ネ
パール1名、ベトナム1名、マレーシア1名、他） 
2018年度採用実績1名 
研究開発、営業、調達、財務経理、人事など様々な職種で活躍しております。 

募集情報 

募集職種 技術系総合職/事務系総合職 

勤務地 本社(埼玉県羽生市)、本店(東京都中央区日本橋)、他国内・海外事業所 

仕事内容 

【事務系総合職】 

■営業：お客様のニーズを的確につかんで、社内をリードする。 

■調達：お取引先様の調査・選定及び価格決定、発注戦略の立案、策定、推進などを行う。 

■生産管理：お客様の受注に対し無駄なく納期通りに納品出来る様に管理する。 

■品質管理：図面通りにモノが作られているかの確認および、その状態の維持・管理・点検を行う。 

■企画・管理（情報システム、財務経理、法務、人事など）：支援系部署集団として縁の下の力持ちに

なるべく、その中で仕組みを作り・改善し・時に変革する役割を担う。 

【技術系総合職】 

■先行開発：10年後、20年後を見据えた将来技術の構築に向け、各種ブレーキ製品を担う新摩擦材・

次世代ブレーキの研究を行う。 

■適用開発：お客様のリクエストを受けてから設計を始め、プロトタイプを作製してテストし、工場で

の量産品の立ち上げまでを担当する。 

■生産技術： 設計段階から開発と協力し、安全・品質・コストを念頭に生産工法を検討する。 

■品質保証：法規制や安全性の適合確認、市場・お客様のニーズとの適合などを研究開発過程で確保、

審査する仕組みを構築し、運用する。 

雇用形態 正社員 

給与 博士：242,000円 修士：222,000円 学部：207,000円 

言語条件 日本語能力 N2相当以上   英語能力 TOEIC500以上   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 若干名 

応募方法・選考の流れ 
説明会参加⇒ WEBテスト ⇒ グループワーク ⇒ 面接（２回程度） 
⇒ 内定（予定） 

応募者用連絡先 TEL:048-560-1570  /Mail:saiyo@akebono-brake.com 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 対象：３年生、修士１年   ２０１9年８月~９月 （応相談） 

問い合わせ先・申し込み TEL:048-560-1570  /Mail:saiyo@akebono-brake.com 
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アットホーム株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 〒144−0056 東京都大田区西六郷4-34-12 

設立 1967年12月1日 

資本金 1億円 

従業員数 1,454名（男911名、女543名）（2018年11月末現在） 

事業内容(150字以内） 

 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55,000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 
（100字以内） 

中国、韓国、インドネシア、ベトナム出身の6名の社員が働いています。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 

勤務地 アットホーム日比谷オフィス（東京都千代田区内幸町1-3-2 内幸町東急ビル） 

仕事内容（400字以内） 

◆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、プログラミングの経験がない方でも大丈夫です。 

雇用形態 正社員 

給与 【月給】191,000円～ 

言語条件 日本語能力 日本語能力検定N2以上 英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 3名程度 

応募方法・選考の流れ 
アットホームのマイページ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。 

応募者用連絡先 TEL: 03-3580-7122 /  mail jinji@athome.co.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 1.2月中にプログラミング体験1dayインターンシップ実施予定 

問い合わせ先・申し込み TEL: 03-3580-7122  /  mail jinji@athome.co.jp 
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株式会社アミューズ 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都渋谷区桜丘町20番1号 

設立 1978年10月16日 

資本金 15億8782万5000円 

従業員数 434人名（2018年3月末） 

事業内容 
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。
これからも日本の文化を創り、世界に届けるべく、新しい事業にチャレンジしていきます。 

外国人社員の採用実績・活躍 
 

直近での新卒採用では、2016年度に1名採用、2017年度は1名採用致しました。 
キャリア採用も積極的に実施しており、2018年12月末時点で13 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 東京都渋谷区桜丘町20番1号 

仕事内容 

＜たとえばこんな仕事＞ 
◆アーティストマネージャー  
・アーティストマネージメントに関する業務全般 
◆ファンクラブ（企画運営・顧客管理） 
・会報誌制作、コンテンツ企画、ファンクラブイベントの企画運営等、お問合せ対応、 
 ファンクラブ会員情報の管理 
◆グッズ（企画製作・販売管理・Eコマース） 
・グッズ企画、製作進行管理、イベント会場・ECサイトでの商品販売 
◆デジタルビジネス 
・WEB、モバイルサイトの企画、制作、運営、デジタルコンテンツ企画  
◆CM営業・ビジネスアライアンス 
・CM出演の営業、窓口、調整、イベント協賛に関わる提案や営業 
◆ コンテンツ開発 
・アニメ関連事業及び新規IPの開発 
◆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 
◆メディアディストリビューション 
・CD・DVDパッケージの企画立案、権利獲得、各種流通会社への営業活動、プロモーション 
◆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 
・経営企画、広報・IR、経理、財務、総務、人事、IT企画 他 

雇用形態 正社員（試用期間 3か月） 

給与 初任給 年俸300万円 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル 英語能力 ビジネスレベル   

学歴要件 特になし 

外国人留学生の採用予定人数 若干名 

応募方法・選考の流れ Entry → 選考（複数回） → 内定 

応募者用連絡先 saiyo@amuse.co.jp 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 実施予定なし 

問い合わせ先・申し込み   
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ＨＬ株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 〒210-0012   神奈川県川崎市川崎区宮前町2-3 リビングライフ川崎支店ビル5F 

設立 2013年 

資本金 5100万円 

従業員数 120名（2019年4月入社者含） 

事業内容 

検索エンジン・システムエンジニアサービス 
開発翻訳サービス 
JEC保育園 
専門学校準備中 
人工知能研究センター（2025年度予定） 

外国人社員の採用実績・活躍 
現在外国籍の社員100名 
昨年度採用実績45名 
営業、人事、エンジニアなど様々な職種で活躍しております。 

募集情報 

募集職種 エンジニア職、営業職、人事 

勤務地 本社、プロジェクト現場(首都圏) 

仕事内容 

【エンジニア職】 
システムエンジニアサービス・システムの設計・開発・テスト・保守などの業務運営に必要なエンジニ
アを必要期間ご提供する。 
【営業職】 
既存の顧客との情報交換、新規クライアント開拓、ＩＴ業界の交流会への参加、技術者とプロジェクト
のマッチ、メールや電話での業務連絡、クライアントとのうちあわせ、技術者の面接案内 
【人事】 
仕事内容:新卒者・既卒者の募集のため、会社説明会開催及び学校訪問 
勤怠管理、給与計算、社保等手続き、VISA取得対応、社労士相談 

雇用形態 正社員 

給与 
①エンジニア（院卒：220,000～、大卒：200,000～、専門卒200,000～） 
②営業 (営業の基本給 一律19万円～) 
③人事 (人事の基本給 一律19万円～) 

言語条件 日本語能力 Ｎ１   英語能力 日常会話（人事の場合TOEIC730点以上） 

学歴要件 【エンジニア】：日本で専門卒以上  【営業、人事】： 日本で大学卒以上      

外国人留学生の採用予定人数 50名 

応募方法・選考の流れ 
【応募方法】 
採用担当：佐藤宛にメールもしくは電話にて承ります。 
【選考の流れ】会社説明会→書類選考→適正検査→面接→内定 

応募者用連絡先 
採用担当：佐藤宛にメールもしくは電話にて承ります。 
電話：044-223－7171 メール：soumu@hl-soft.co.jp 

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）         

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 無 

問い合わせ先・申し込み 無 
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エステー株式会社 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都新宿区下落合1-4-10 

設立 1948年8月 

資本金 70億6,550万円 

従業員数 連結 952名 / 単体 425名（2018年3月末時点） 

事業内容 

「消臭力」でおなじみの日用品メーカーです。 
ニッチ市場に特化したユニークなブランドを数多く保有し、市場で高いシェアを獲得しています。 
 
＜主力商品＞ 
消臭芳香剤「消臭力」、脱臭剤「脱臭炭」、防虫剤「ムシューダ」、除湿剤「ドライペット」、クリー
ナー「洗浄力」、家庭用手袋「ファミリー」、他 

外国人社員の採用実績・活躍 
 

採用実績：8名（うち、2018年度採用実績：3名） 
国籍：中国、台湾、韓国、タイ、マレーシア 
グローバル展開を強化しており、海外営業や事業部、研究開発など様々な分野で外国籍社員が活躍して
います！ 

募集情報 

募集職種 
【技術系】研究／商品開発／生産技術 【事務系】営業・マーケティング／コーポレート 
※留学生の方は「留学生コース」をご選択ください 

勤務地 
国内：東京（本社）、その他全国の拠点 
海外：タイ、韓国など 

仕事内容 

【技術系】 
・研究   ：薬剤の処方検討／性能評価／コア技術確立 
・商品開発 ：製品設計／資材選定／試作 
・生産技術 ：生産体制構築／機械製作／設備投資計画策定 
 
【事務系】 
・営業   ：卸店・販売店商談／データ分析／売り場演出 
・事業部  ：マーケティング全般（商品企画／コスト管理／販売戦略立案） 
・財務   ：経理業務統括／資金収支管理／税務 
・法務   ：契約検討・管理／知的財産管理／コンプライアンス活動 
・ＩＴ   ：基幹システム開発／ネットワーク・ＯＡ機器運用管理 
・購買   ：原料・資材・仕入品の国内外からの調達 
※代表的な仕事内容を記載しています 

雇用形態 正社員 

給与 
大学院卒：月給237,500円  大卒：月給219,100円 
（2018年4月実績） 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル 英語能力 日常会話レベル歓迎   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 未定 

応募方法・選考の流れ 
当社新卒採用ホームページからエントリーをお願いします。 
http://www.st-c.co.jp/recruit/graduates/ 
＜選考の流れ＞書類選考→面接数回→内定 

応募者用連絡先 saiyo@st-c.co.jp 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 実施なし 

問い合わせ先・申し込み   
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株式会社NTQジャパン 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 神奈川県横浜市中区新港２－２－１横浜ワールドポーターズ６F WBC内 

設立 2016年2月 

資本金 500万円 

従業員数 30名 

事業内容 
ソフトウェアアウトソーシング開発サービス、システムエンジニアサービス（SES)、 
ハードウェア開発 

外国人社員の採用実績・活躍 25名ほどのSEを採用し、お客様のもとに常駐しシステム共同開発作業を担当する実績があります。 

募集情報 

募集職種 SE,BrSE 

勤務地 東京、横浜 

仕事内容 

１．アプリケーションシステムの設計、開発、運用・保守など 
 
 
 
２．技術を理解したうえでベトナムのオフショアチームと顧客との開発における作業、コミュニケー
ションなどを担う役割 

雇用形態 正社員 

給与 年収350万～450万 

言語条件 日本語能力 N3,N2   英語能力 TOEIC 450以上   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 5~10名 

応募方法・選考の流れ 下記メールあてに【エントリー希望】と添えてご連絡ください。 

応募者用連絡先 mail: hr.jp@ntq-solution.com.vn 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 実施予定なし 

問い合わせ先・申し込み   



＊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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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社KADOKAWA 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都千代田区富士見二丁目13番3号 

設立 1954年04月02日 

資本金 292億1000万円 

従業員数 1,458名（2018年３月・正社員数） 

事業内容 

■出版事業 ■映像アニメ事業 ■ゲーム事業 ■音楽事業 ■ライセンス事業 
■イベント事業 ■海外事業 ■情報・デジタルコンテンツ配信事業 他 
 
日本の出版社に留まることなく、グローバル市場を見据えたメガコンテンツ・パブリッシャー、 
さらには出版業界の電子書籍、映画業界、アニメなどの業界インフラを構築する、世界で類を見ない 
デジタルコンテンツプラットフォーマーを標榜し新たなサービスへの挑戦と事業構造改革を進め、 
持続的な成長を目指していきます！ 
 

外国人社員の採用実績・活躍 
現在外国籍の社員25名（中国21名、ブラジル2名、韓国1名、アメリカ1名） 
2017年度採用実績10名、2018年度採用実績5名 
編集者、アニメ企画、海外ライセンス、インバウンドと様々な職種で活躍しております。 

募集情報 

募集職種 「総合職」として全職種一括採用 

勤務地 東京都 

仕事内容 

■編集者・・・・・・文芸・ライトノベル・コミック・新書・実用書・児童書・雑誌・ 

                              情報誌・電子書籍・ウェブ媒体などのIPの創出と編集業務 

■プロデューサー・・映画・テレビ・アニメ・玩具・音楽・ゲームなどのIPの創出と 

                              プロデュース業務 

■マーケティング・・商品の営業・販促・宣伝など、市場を創り出す業務 

■制作・・・・・・・制作進行業務、デジタル商品化業務、購買・調達業務など多岐に 

                              渡る商品、最新技術動向をおさえながら最適にパッケージ化する業務 

■デジタル・・・・・各コンテンツのWEB・スマートフォン、モバイルサイトやアプリ化・ 

                              広告営業などデジタル分野における案件、ビジネス化の研究と 

          実現化をすすめる業務 

■海外・・・・・・・各コンテンツのメディアミックスを世界同時展開するべく海外営業 

          によるIP創出・IP展開・流通改革などの業務（海外赴任有） 

■経営スタッフ・・・経営企画、管理や人事など世の中の動向、自社の現状を見極めた 

                              グループの成長・事業戦略の企画立案、推進PDCAサイクルの運用と 

          計画の進捗管理業務  

雇用形態 正社員 

給与 月給230,000円（2019年4月より／短大・高専・大学卒・大学院了） 

言語条件 日本語能力 目安としてN2以上 英語能力 不問 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 特段の採用枠は設けておりません。 

応募方法・選考の流れ 面接 ⇒ 面接 ⇒ 筆記試験・適性検査 ⇒ 面接（複数回） ⇒ 内定 

応募者用連絡先 
人事部 採用担当 
ga-pa-rec@ml.kadokawa.jp 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 予定なし 

問い合わせ先・申し込み ― 



＊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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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

兼松株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館 

設立 1918年 

資本金 277億8,114万円 

従業員数 単体： 842名 連結： 6,666名 

事業内容 

 
「電子・デバイス」「食品」「食糧」「鉄鋼・素材・プラント」「車両・航空」の主要5分野において
多種多様な商品の売買を世界中に行なうことに加え、取引に関する商品の製造、事業投資、各種サービ
スの提供等の事業を行う総合商社。 

外国人社員の採用実績・活躍 2016年度採用1名、2018年度採用1名 

募集情報 

募集職種 
広域採用（将来的に会社の基幹業務を担当する） 
エリア特定採用（主として基幹業務の補佐を担当する） 

勤務地 
広域採用 :         勤務地は、業務ニーズによって決まり、将来にわたり特定されない。 
エリア特定採用 ： 原則として、東京で勤務し転勤はない 

仕事内容 

伝統ある企業は固いイメージがあるかと思いますが、兼松は「事業創造集団」として日々新たなビジネ
スを創り出すことに挑戦し続けています。 
現在は、主要5部門を軸に、世界と日本を繋げるワールドワイドなビジネスを展開しています。 
扱う商材はあらゆるジャンルの食料品から、自動車や航空機まで様々です。 
ただの横流しではなく、世界中のビジネスの種を見つけ、兼松が先導役として新たな商流を生み出して
いく。 
「会社の看板で商売をする」のでなく、「自身の人間力で商売を創る！」そんな気概を持つ皆様に選考
でお会いできますことを楽しみにしております！ 

雇用形態 正社員 

給与 
広域大卒：255,000円、広域院卒：290,000円 
エリア特定大卒：210,000円、エリア特定院卒：249,000円 ※初任給 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル 英語能力 ビジネスレベル   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 未定。 

応募方法・選考の流れ 書類選考の後、複数回面接。 

応募者用連絡先 人事総務部人材開発課 Jinzai@kanematsu.co.jp 

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）          

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 既に申し込み終了 

問い合わせ先・申し込み   



＊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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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社ガリレオ 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 愛知県名古屋市中区錦一丁目6番36号 N.A.Pビル5F 

設立 1997年10月1日 

資本金 1000万円 

従業員数 300人 

事業内容 

自動車、航空機などに高い技術力を提供し、さまざまな開発プロジェクトに参画！未来に向けた最先端
技術に携われます！ 
 
■技術者派遣事業 
■品質保証事業 
■請負事業 

外国人社員の採用実績・活躍 

社員300名中約30名（1割）は外国人エンジニアを採用。 
アメリカ/ロシア/イギリス/フランス/ベトナム/ミャンマー/韓国/中国など12か国以上の国籍の方が在
籍しております。 
採用スタッフにも外国人スタッフ在籍!! 

募集情報 

募集職種 技術職（機械/電気・電子/IT等） 

勤務地 愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/東京都/埼玉県/栃木県/神奈川県 

仕事内容 

 
設計開発、生産技術、評価解析、SE、PG等（自動車、航空機、工作機械、電化製品、IT等他業種の仕
事あり） 
 
 
 
Our Engineers specialize in various fields, such as: Automotive, Design, Software and IT, 
Research and Development, Industrial Science, Testing, Aerospace, Mechanical and Electrical 
Engineering. We have employees from all walks of life, many of whom have shared 
experience of coming to Japan from overseas and the challenges that come with it. 
 

雇用形態 正社員 

給与 専門・短大卒：200,000円 / 大学卒：220,000円 / 大学院卒：240,000円 

言語条件 日本語能力 N2相当   英語能力 ビジネスレベル   

学歴要件 日本で専門学校卒以上  ／  母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 5名程度 

応募方法・選考の流れ リクナビ・マイナビより説明会応募⇒筆記試験⇒面接（3回）⇒内定（予定） 

応募者用連絡先 TEL: 0800-100-3140 /  mail recruit@gally-tech.com 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 2月18日・2月25日・3月4日（各5日間実施予定）※別日にて実施応相談・1Dayも応相談 

問い合わせ先・申し込み 0800-100-3140 / recruit@gally-tech.com 



＊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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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社カンデオ・ホスピタリティー・マネジメント  
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都港区新橋4丁目5番1号 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 380名、うち80名外国籍 

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。 
380名のパートナーの内、80名が活躍しています。 
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。 
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、広島）、 
栃木（佐野）、三重（亀山）、東京（上野、新橋、六本木）、福岡（博多、天神）、千葉（千葉）、愛
媛（松山）、大阪（USJ、なんば、岸辺）、奈良（橿原）、兵庫（神戸） 

仕事内容 

【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、ロビーなど簡易清掃（客室を除く）、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 

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~1,400円 

言語条件 日本語能力 N1or同等レベル 英語能力 
東京、大阪では    
ビジネスレベル必須 

  

学歴要件 とくになし 

外国人留学生の採用予定人数 20名以上 

応募方法・選考の流れ 
弊社のHPからエントリーください。 
会社説明会→1次面接→2次面接→内定 

応募者用連絡先 TEL:03-6435-6577/  Mail: recruit@candeo-hotels.com 

              

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象）         

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 通年（時期は調整の上、決定する。） 

問い合わせ先・申し込み TEL:03-6435-6577/Mail:recruit@candeo-hotels.com 



＊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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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社共立メンテナンス 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 〒101-8621 東京都千代田区外神田2丁目18番8号 

設立 1979年09月 

資本金 79億5,398万2,583円 

従業員数 5,124名（連結）（2018年12月現在） 

事業内容 

●寮事業（学生寮・社員寮・ドミール｟ワンルームマンションタイプ寮｠・ 
 受託寮の管理運営） 
●ホテル事業（ドーミーイン・リゾートホテル） 
●シニアライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営） 
●PKP事業（自治体向け業務受託） 

外国人社員の採用実績・活躍 
昨年度採用実績55名 
・ホテルでの接客（フロント、レストラン） 
・予約、施設管理、経理など 

募集情報 

募集職種 総合職、ホテル職、介護職 

勤務地 
総合職：札幌、仙台、東京、名古屋、京都、 関西（大阪）、九州（福岡） 
ホテル職：全国各地（エリアコース有） 
介護職：東京、神奈川、埼玉 

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。 
 
【介護職】 
・介護付有料老人ホームでの介護業務 
・アクティビティケアの立案・実践 

雇用形態 正社員 

給与 
総 合 職 ：【大卒・大学院卒】226,000円～ 【短大・専門卒】219,000円～ 
ホテル職：【大卒・大学院卒】206,000円～ 【短大・専門卒】199,000円～ 
介 護 職 ：【大卒・大学院卒】228,035円～ 【短大・専門卒】221,035円～ 

言語条件 日本語能力 日本語能力試験N2相当 英語能力 不問     

学歴要件 日本で専門学校卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 区別無し 

応募方法・選考の流れ 『リクナビ2020』よりエントリーをお願いいたします。 

応募者用連絡先 TEL：03-5295-7793/MAIL：saiyo@dormy.co.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 2020年3月卒業予定学生様・随時開催中 

問い合わせ先・申し込み 人事部採用チーム・リクナビ 



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社グローバル・デイリー 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都台東区東上野4-8-1 ＴＩＸＴＯＷＥＲ ＵＥＮＯ 13Ｆ 

設立 2013年12月01日 

資本金 5,000万円 

従業員数 59名（2019年1月現在） 

事業内容 【グローバル広告事業】：インバウンド（訪日外国人集客）ソリューションの提供 

外国人社員の採用実績・活躍 
現在外国籍の社員30名（中国10名、ベトナム2名、韓国7名、イギリス1名、アメリカ1名、台湾8名、
カナダ1名） 
昨年度採用実績13名 

募集情報 

募集職種 営業総合職 

勤務地 東京 ※全国グループ会社への勤務は応相談 

仕事内容 

中国・韓国・台湾・シンガポール…etc.のアジア圏を中心に、世界各国から日本各地の観光地へと、外

国人旅行客を集客する、趣向を凝らしたプロモーションを手掛けるお仕事です。 

■海外メディアタイアップ 

出版・TV・WEBなど海外現地の主力力メディアとのコラボ企画･共同プロジェクト 

■インフルエンサー招聘 

SNS、Youtubeを中心とした影響力のあるバイラルコンテンツの拡散 

■各国コンベンション事業 

世界各国の博覧会・展示会・イベントにおけるPRをプロデュース 

■クラウドファンディング 

日本のいいモノ・コトを実現させる、国境を越えたクラウドファンディング 

■コンテンツプロデュース（JAPANKURU） 

「日本来る？」というコンセプトのもと、外国人スタッフチームにより運営されている日本の観光情報

コンテンツ 

などなど、幅広く奥深い仕事を手掛け、世界に日本の魅力を発信します。 

雇用形態 正社員 

給与 230,000円 

言語条件 日本語能力 N1相当   英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 若干名 

応募方法・選考の流れ マイナビより説明会応募⇒面接（2回～3回）⇒内定（予定）※2次面接後適性検査あり 

応募者用連絡先 TEL:03-6895-1601（人事部直通） 

            

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）           

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 対象：大学１年~３年生 （2月、9月） 

問い合わせ先・申し込み 応募受付終了いたしました。 



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 
その他 

（教育） 

行知学園株式会社 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都新宿区百人町2-8-15ダヴィンチ北新宿3F 

設立 2008年 

資本金 900万円 

従業員数 社員数109名(従業員数 300名以上)（2018年12月現在） 

事業内容 

■進学予備校事業 
日本の大学、大学院進学を目指す留学生向けの進学予備校を日本全国に展開し、高い合格実績に加えて
中国人留学生の国内シェア率は50%と業界トップクラスです。 
 
■留学コンサルタント事業 
中国全土において日本留学の宣伝、日本留学セミナーの開催、留学生活を強力にサポート。 
 
■日本語学校事業 
中国人留学生への豊富な指導経験を持つ日本語教育講師が指導を担っています。日本の有名大学に進学
を希望する学生向けに、行知学園の日本語学校と進学塾をWスクールできるカリキュラムを採用。 
  
■就活支援事業 
日本初の中国人留学生専用の就活情報サイト「職得日本／職得JAPAN」を運営、留学生、企業の力強い
成長と発展に寄与いたします。 
 
■出版事業 
長年の研究・分析による教材開発力を強みに「日本留学試験（EJU）模擬試験シリーズ」を自社で発行
するなど、出版事業を本格化。 
 
■映像コンテンツ事業 
講義を映像としてアーカイブし、生徒が自由に閲覧できる環境を整備。 

外国人社員の採用実績・活躍 
現在中国籍の社員84名、講師、営業、人事、新規事業開拓、学生管理と様々な職種で活躍しておりま
す。 

募集情報 

募集職種 大学院講師/学部講師/日本語学校講師/美大講師/その他事務 

勤務地 東京・大阪・京都 

仕事内容 

【大学院講師】/【学部講師】 
1.集団授業・個別授業の担当講師 
2.進学・受験指導を含め、生徒たちとの面談 
3.授業で使用する教科書や練習問題の作成と生徒の成績管理業務 
4.一流大学を目指す生徒に、入試の情報を収集し、受験対策を軸とした学習指導を行うこと 
【日本語学校講師】 
1.集団授業・個別授業の担当講師 
2.進学・受験指導を含め、生徒たちとの面談 
3.授業で使用する教科書や練習問題の作成と生徒の成績管理業務 
【美大講師】 
中国人講師と日本人講師が協力し、在日中国人留学生の美術大学・大学院受験を指導。日本人講師の美
術予備校での指導経験と、中国人講師（美大進学経験者）が実体験から得たノウハウをもとに、短期間
での合格を目指し実践的な指導を行う。 
【その他業務】 
・進学情報の収集。 
・入学から卒業までの学生サポート 。 
・生徒管理(新規契約・質問対応・出席管理・学費管理・教室の環境整備など )。 
・問い合わせ者対応。 
・学生の進路指導。学生や保護者との定期的な情報交換・アドバイス など 。 

雇用形態 契約社員(2年目から正社員登用有) 

給与 月給:25万円（授業手当制度有） 

言語条件 日本語能力 N2相当以上   英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 若干名 

応募方法・選考の流れ 
【応募方法】会社採用ホームページよりエントリー(http://coach-ac.co.jp/) 
【選考の流れ】エントリシート⇒面接（3回）⇒内定 

応募者用連絡先 TEL:03-5937-6597  /  mail: recruit@koyo-mail.com 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 対象：中国籍  2019年3月～（応相談） 

問い合わせ先・申し込み 開催時期未定につき、メールにてお問い合わせください（✉ recruit@koyo-mail.com） 



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社 再春館製薬所 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 熊本県上益城郡益城町寺中1363-1 

設立 昭和34年9月22日  （創業：昭和7年） 

資本金 1億円 

従業員数 1,103名 

事業内容 

                                                                                                     
再春館製薬所は漢方の製薬会社で、漢方の考え方に基づき、1974年に年齢肌専用の基礎化粧品「ドモ
ホルンリンクル」が誕生しました。 
2011年から海外での基礎化粧品販売を開始し、日本と同じく電話とインターネットでお客様のご注文
だけでなくお肌のご相談やお問い合わせ、お客様お一人おひとりに合わせたサービスを提供している会
社です。 
 

外国人社員の採用実績・活躍 
現在主に4国籍（台湾、タイ、中国、香港） 
約100名の海外人財が活躍しております。 

募集情報 

募集職種 お客様プリーザー職 

勤務地 熊本県上益城郡益城町寺中1363-1 

仕事内容 

                                               
台湾・中国・タイ現地のお客様から電話・インターネットを介した通信販売でご注文を承ったり、質問
にお答えすることはもちろん、お客様一人ひとりの立場になりきって考え、現地の言葉で対応します。 
 

雇用形態 正社員 

給与 20万円 

言語条件 日本語能力 N3以上   英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上（専門学校の場合もご相談ください）   

外国人留学生の採用予定人数 ①20名予定（2020年4月入社） ②10名予定（2020年10月入社）  

応募方法・選考の流れ 下記メールに直接履歴書をお送りください。書類選考、面接2回の予定です。 

応募者用連絡先 m.satou@saishunkan.co.jp 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して)   

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

ザイマックスグループ 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都港区赤坂1丁目1番1号 

設立 株式会社ザイマックス 1990年3月1日（平成2年） 株式会社リクルートより分社独立 

資本金 26億1286万円5000円 

従業員数 4,855名（2018年4月1日現在）  ※グループ連結 

事業内容 

私達は全国で約1,000棟のオフィスビル・商業施設・物流施設等、約15,000の店舗施設をマネジメン

トする国内最大級の独立系不動産会社です。これまで30年以上蓄積してきた経験・ノウハウと、専門

機能を担うグループ会社約40社によって、企業への不動産の総合サービスを提供し、企業経営を不動

産側面からサポートしています。 

外国人社員の採用実績・活躍 

現在外国籍の社員約60名程度 

(中国、韓国、フィリピン、台湾、ベトナム、ミャンマー、インドネシア 等） 

2017年以降の採用実績数：50名程度 

不動産の運営管理や、企画・研究・ホテルスタッフなど、幅広い職種で活躍しています。 

募集情報 

募集職種 株式会社ザイマックスアルファ総合職 

勤務地 海外を含む全地域（首都圏勤務がメイン） 

仕事内容 

ザイマックスグループの中で主に不動産マネジメントを担う会社の総合職となります。当社が先駆けと

して日本へ仕組みを導入したプロパティマネジメントやビルマネジメント、ファシリティマネジメント

等、まさに現在のザイマックスグループの根幹を担う事業へ従事していただきます。不動産を所有・利

用する企業やオーナーを相手に事業を行うため、専門的な知識とともに、交渉を進めるためのコミュニ

ケーション能力も求められます。  

雇用形態 総合職 

給与 大学院卒：221,760円 大卒：216,710円 

言語条件 日本語能力 N2   英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 数名程度 

応募方法・選考の流れ リクナビより説明会応募⇒筆記試験⇒面接（複数回）⇒内定（予定） 

応募者用連絡先 TEL：03-5544-6650  /  Mail：xymax-g2020@xymax.co.jp 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 対象：大学3年、修士１年  2018年8月~2019年1月 （1dayインターンシップ） 

問い合わせ先・申し込み TEL：03-5544-6650  /  Mail：xymax-g2020@xymax.co.jp 



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社サカタのタネ 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台2-7-1  

設立 1942年12月 

資本金 135億円 

従業員数 693名・連結2,364名（平成30年5月末） 

事業内容 

 

1.種子・苗木・球根・農園芸用品の生産および販売、書籍の出版および販売 

2.育種・研究・委託採種技術指導 

 

外国人社員の採用実績・活躍 

現在外国籍の社員4名（中国1名、ベトナム1名、韓国1名、シンガポール１名、他） 

昨年度採用実績2名 

営業、種子生産等の職種で活躍しております。 

募集情報 

募集職種 営業・事務系/研究・技術系 

勤務地 本社（横浜市）および国内・海外各事業所 

仕事内容 

 

研究・技術系 

研究開発（野菜育種、花卉育種、植物病理、植物バイオ） 

種子生産管理、品質管理・検査、種子商品管理、種子処理技術開発 

  

営業・事務系 

営業（国内・海外）、直売（通信販売・ガーデンセンター） 

営業事務（国内・海外）、情報システム管理、広報宣伝 

物流管理、総務・経理・法務・その他各部門事務 

  

雇用形態 正社員 

給与 2018年実績 大学院卒（博士）252,500円、大学院卒（修士）230,200円、大卒209,300円 

言語条件 日本語能力 N2相当   英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 未定 

応募方法・選考の流れ 
サカタのタネ採用ＨＰ（http://www.sakataseed-recruit.jp/）よりご応募下さい。 
採用マイページより応募カード・応募方法をご案内いたします。 

応募者用連絡先 TEL:045-945-8842 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 既に終了しております。 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

三光ソフラングループ 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル13階 

設立 1974年09月11日 

資本金 100,000（千円） 

従業員数 1800人（2019年1月現在） 

事業内容 

三光ソフランホールディングスはさまざまな社会問題の解決を目指し事業を展開しています。 

■不動産事業：住まいの提供を通じてお客様の資産を守るコンサルティング事業 

■医療事業：訪問診療のネットワークを経営・人材・システム面などからサポートするコンサルティン

グ事業 

■その他：保育園の開発・運営事業、ホテル事業、カフェ事業 

 

今後もコアビジネスを安定的に行いながらさらなる社会問題の解決に向けて新規事業に取り組んでいき

ます。 

外国人社員の採用実績・活躍 

【活躍例】入社4年目の社員（中国籍・20代女性）は 三光ソフラングループ内の新規事業立ち上げメ

ンバーとして活躍。その活躍が認められ、20代という若さでマネージャーに昇進し、新規事業を三光

ソフラングループの核となる事業にするべく日々仕事に励んでいます。 

募集情報 

募集職種 総合職※グループ採用 

勤務地 東京、埼玉を中心に首都圏がメイン※事業会社によっては全国転勤有 

仕事内容 

私たちはグループ採用を行っており、各社によって仕事内容ややりがいが変わってきます。 

下記はその一例です。 

当グループに関心がある方、詳細を知りたい方は三光ソフラングループ採用担当までご連絡ください！ 

【例】 

・お客様の資産のトータルサポートを行う不動産営業 

・お客様のお部屋探しをサポートする提案営業 

・当社が管理運営するホテル事業の運営やシステム構築・コンセプトなどの企画等 

・新規事業開発チームの一員として事業の企画・分析・推進等 

 

その他、さまざまなフィールドをご用意しています。 

雇用形態 正社員 

給与 事業会社によって異なる 

言語条件 日本語能力 N１以上   英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 若干名 

応募方法・選考の流れ 会社説明会参加 → 人事面談（適性検査） → 面接（複数回） → 内定  

応募者用連絡先 
 電話 ： 03-6895-7735                               メール：saiyo-hd@sanko-soflan.co.jp 
 HP   ： http://www.sanko-soflan-hd.com/ 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 2020年卒向けのインターンシップは終了いたしました。 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

サンコー・エア・セルテック株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都千代田区神田神保町3-10-2 共立ビル２階 

設立 1976年 

資本金 5,000万円 

従業員数 850名 

事業内容 

                                                 
当社は創業以来、航空業界で幅広い分野で携わる総合企業です。  
 
                                                                                                               
① 航空機整備事業部門  
 
                                                 
② 整備事業部門 
                                              
 
③ 航空貨物事業部門 
 
 

外国人社員の採用実績・活躍 

                                                     
現在の外国籍従業員69名（ネパール、ベトナム、スリランカ、韓国、インド、     
モンゴル、バングラディシュ、ガーナ、ペルー、ブラジル） 

募集情報 

募集職種 営業職 

勤務地 羽田空港、成田空港、関西空港、名古屋、千葉県船橋市、札幌、仙台、大阪、広島、佐賀 

仕事内容 

                                                                             
 
①『飛行機（ＪＡＬ）の整備業務』                                                                 
●羽田空港 航空機リフレッシュワーク業務                                 
●成田空港 客室内点検整備業務  
 
 
②物流機器整備業務                                         
物流機器（自動搬送システム）整備として、全国の大きな工業社倉庫のコンベアラインや   
産業ロボット、 
クレーン等の設置からメンテナンス                              
また国会議事堂や米軍基地にあるバリケード（車両侵入阻止装置）のメンテナンス 
 
             
③国際航空貨物業務                                     
●航空貨物取扱業務                                        
●貿易事務                                     

雇用形態 正社員、契約社員 

給与 大学卒：188,800円 

言語条件 日本語能力 Ｎ２相当以上 英語能力 あれば可     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 10名程度 

応募方法・選考の流れ 直接応募⇒面接（２回）⇒内定（予定） 

応募者用連絡先 TEL: 03-3234-1399  /  mail：jinji@sanko-as.co.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して)   

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社シイエム・シイ 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 愛知県名古屋市中区平和１-１-１９ 

設立 1962年05月25日 

資本金 6億5,761万円 

従業員数 453名（2018年9月30日現在）（単体） 

事業内容 

大手自動車メーカーを中心に、お客さま企業のマーケティング活動全般に対して、 

最大の効果を発揮する施策を提案しています。 

・取扱説明書の制作 

・広告宣伝・販売促進 

・従業員教育 

外国人社員の採用実績・活躍 外国籍社員在籍数 9名（2018年9月末時点） 

募集情報 

募集職種 営業/企画制作 

勤務地 本社（愛知県名古屋市）/東京事業所（中央区銀座）/ 多治見事業所（岐阜県多治見市） 

仕事内容 

★メーカ各社に対するマーケティング施策の企画提案 

・自動車の海外販売店向けの教育コンテンツ制作や研修会運営 

・消費者向け広告・販促、プロモーション企画 

・自動車や洗面化粧台などの取扱説明書や修理書等、 

 技術情報の企画・制作・編集および翻訳 

★主なクライアント 

 トヨタ自動車(株)、本田技研工業(株)、スバル・インテリジェント・サービス(株)、(株)LIXIL、

オークマ(株)、(株)豊田自動織機、日立建機(株)、東京地下鉄(株)、（株）ファミリーマート、ダイハ

ツ工業(株)、凸版印刷（株）、（株）クボタ、(株)カネボウ化粧品、（株）博報堂、パナソニック

（株）、アマゾンジャパン 

雇用形態 正社員 

給与 月収20万円 

言語条件 日本語能力 Ｎ２以上   英語能力 ビジネス英会話   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 1名 

応募方法・選考の流れ マイナビ2020より会社説明会を予約してください。 

応募者用連絡先 TEL: 052-322-3357 /  mail：recruit_info@cmc.co.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) なし 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

JKホールディングス株式会社 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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(2018年3月期) 

従業員数 2,701名(2018年3月現在・連結) 

事業内容 

2018年に創業81年を迎えた、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） 
2015年 5名 
2016年 1名 
2017年 1名 
2018年 2名 
（採用予定） 
2019年 2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、
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12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。  
 

雇用形態 正社員 

給与 
大卒・院卒 222,000円（本給191,000円＋みなし時間外手当31,000円）（2018年4月実績） 
※みなし時間外手当は15時間分。超過分は別途支給。 

言語条件 日本語能力 N1相当（必須） 英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 若干名（毎年採用実績有り） 

応募方法・選考の流れ まずは、マイナビ2020よりエントリーの上、会社説明会へお越しください。 

応募者用連絡先 TEL: 03-5534-3574 / mail： saiyo@jkenzai.com 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 対象：大学３年生、修士１年  ２０１8年８月~２０１9年２月 

問い合わせ先・申し込み マイナビ2020よりお申込みお待ちしています。 



＊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。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

ジャパンシステム株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都渋谷区代々木1-22-1 代々木一丁目ビル 

設立 1969年6月 

資本金 13億200万円 

従業員数 611名（2017年12月現在） 

事業内容 

当社は2019年に創立50周年を迎える独立系IT企業です。 
 
１、エンタープライズ向け事業 
    民間企業向けシステムの設計・開発・保守・運用。 
 
２、公共向け事業 
    地方自治体向け製品「FAST財務会計」の開発・提供。 
 
３、セキュリティ事業 
    認証セキュリティ製品「ARCACLAVIS」の開発・提供。 

外国人社員の採用実績・活躍 

2018年：4名（中国2名、韓国、ベルギー） 
2017年：2名（いずれも中国） 
2016年：4名（インド2名、中国、スロベニア） 
データ分析や海外技術導入支援など、専門性や語学力を活かしています。 

募集情報 

募集職種 技術（システムエンジニア）、営業、スタッフ他 

勤務地 東京、大阪、名古屋、札幌、福岡 

仕事内容 

 
技術職採用の場合、プログラマーからのスタートを想定しています。 
その後システムエンジニアへと成長していただきます。 
システムエンジニアには、以下のようなキャリアを想定しています。 
 ・アプリケーションエンジニア（ソフトウェア開発） 
 ・ITエンジニア（インフラ、ネットワーク系） 
 ・ソリューションエンジニア（ソリューション開発） 
 ・システム運用エンジニア（システム運用・保守）  
 
まずはお客様にヒアリングを行って課題や要望を把握し、システムの概要を決定。その後、作成した設
計書に基づいてシステム開発を行います。テストを行って正常な稼働を確認し、お客様へ納品。その後
は要望に応じてシステムの追加や手直し、そしてアフターサポートなどの保守業務を行います。幅広い
分野・業界で、上流から下流まで開発に携わっていただきます。 
 

雇用形態 正社員 

給与 
大学院卒：215,000円 大学卒：210,000円、短大・専門・高専卒：204,000円 
（いずれも東京勤務の場合） 

言語条件 日本語能力 N1またはN1同等 英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 数名 

応募方法・選考の流れ リクナビ・マイナビよりエントリー→会社説明会→適性検査→一次面接→二次面接 

応募者用連絡先 電話：03-5309-0200 / メール：js_new@japan-systems.co.jp 

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）         

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

ジョーンズラングラサール株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都千代田区永田町プルデンシャルタワー（日本本社） 

設立 1985年 

資本金 195000千円 

従業員数 1,000人 

事業内容 

不動産価値を最大限に高めるためのサービスとして、各種不動産の売買や賃貸借の取引支援等、建設プ
ロジェクトや開発の総合的なマネジメント、オフィスや商業施設などの所有不動産の効果的な運用サー
ビス、企業不動産戦略のコンサルティング、施設管理や総務代行を含む全般的なファシリティマネジメ
ント、ホテルに特化した投資アドバイザリー、独自の市場調査や分析に基づく情報提供など、包括的な
総合不動産サービスを提供しています      

外国人社員の採用実績・活躍 

積極的に採用中。IFM事業部だけで11か国、16名の外国人社員が大手外資系企業において常駐スタッ
フとして、英語と日本語を使用して活躍しています。世界80か国でサービス展開をするJLLで経験を積
むことで、海外での活躍チャンス、また将来出身国へ戻ってからのビジネスチャンスの可能性が生まれ
ます。 

募集情報 

募集職種 ファシリティコーディネーター 

勤務地 クライアント先オフィスにて常駐勤務（東京都、神奈川県、大阪、神戸 など） 

仕事内容 

【総務業務】 
受付／設備管理、システムユーザーサポート、請求書処理、資料作成、メール業務、社内イベントサ
ポート、固定資産管理 
【セキュリティ関連】 
セキュリティカード管理、システムメンテナンスの業者立会い 
【ベンダーマネジメント】 
契約業者の管理、ファシリティ関連の契約管理、工事立会い、 
【施設管理】 
追加空調／空調管理、UPS（非常用電源）、セキュリティ機器保守、Utilityデータの収集／管理、防火
管理業務、衛生管理 

雇用形態 正社員 

給与 （大卒）：250,000円（基本給：201,900円、定額残業代：48,100円） 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル 英語能力 TOEIC600以上   

学歴要件 母国または日本で大卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 5名程度 

応募方法・選考の流れ 
会社説明会参加⇒適性検査⇒一次面接⇒二次面接⇒三次面接 
※適性検査は中国語と英語を準備してします 

応募者用連絡先 DragonGateスタッフ宛 TEL:03-6222-9855 / mail:staff@dragongate.jpn.com 

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）           

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して)   

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社スタジオーネ63 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都江東区潮見２－４－１８ 

設立 1968年 

資本金 2,000万円 

従業員数 53名 

事業内容 

六三グループは創業87年の印刷会社です。しかし印刷会社とはいっても現在では企画、デザイン、WEB、
システム、イベント企画運営を駆使しお客様の課題解決を実現する総合プロデュースを主な事業にして
おります。メインクライアントはHonda様で、本田技研をはじめ全国のディーラーの販売促進のお手伝
いをしております。特にホンダディーラーのWEBサイトに関しては大きなシェアを持っています。弊社
は六三グループのデザイン、システム部門を取り仕切っている会社です。 

外国人社員の採用実績・活躍 ベトナム人2名在籍中です。 

募集情報 

募集職種 SE・プログラマー 

勤務地 本社所在地  (東京都江東区潮見２－４－１８) 

仕事内容 

・企画立案 
・グラフィックデザイン・WEBデザイン  
・システム開発  
                                                                              
HONDA社の車・バイクを販売している店舗のHPづくりが主な仕事です。     
お客様の要望に応えるために営業・マネージャーがどういうシステムにすれば実現できるのか企画して、
制作側に回します。六三グループはWEB制作、紙の印刷（チラシやパンフレット）、看板などプロモー
ション業務の全てをワンストップで行っています。 
今回募集するのはSEやプログラムを任せられる人です。   

雇用形態 正社員 

給与 20万円～35万円 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル（N2目安） 英語能力 特になし     

学歴要件 日本で専門学校卒以上もしくは母国または日本で大学卒以上   

外国人留学生の採用予定人数 2-4名 

応募方法・選考の流れ 

DragonGateのHPよりお問い合わせください。 
 
【応募方法】 
書類選考→面接 プラグラム構築の課題あり。      
        DragonGateはこちらから⇒ 

応募者用連絡先 TEL：03-6222-9855/mail：staff@dragongate.jpn.com (Dragongateスタッフまで) 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 2019年8月ごろ/2020年3月ごろを予定しています 

問い合わせ先・申し込み TEL：03-6222-9855/mail：staff@dragongate.jpn.com (Dragongateスタッフまで) 



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

セイコーエプソン株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 長野県諏訪市大和3-3-5 

設立 1942年5月18日 

資本金 532億400万円 

従業員数 連結81,393名/単体12,825名（2018年9月30日現在） 

事業内容 

 
■プリンティングソリューションズ（ホームオフィス、商業産業用プリンター他） 
■ビジュアルコミュニケーション（プロジェクター、スマートアイウエア他） 
■ウエアラブル・産業プロダクツ（健康・スポーツ用ウエアラブル機器、 
 ウオッチ、センシングシステム、ロボットシステム、水晶、半導体他） 
 

外国人社員の採用実績・活躍 
2017年入社者5名、2018年入社者5名、2019年入社予定者8名 
※募集職種は、国籍に問わず、どの部門でも活躍いただけます 

募集情報 

募集職種 ＜技術系＞開発設計、生産技術他 ＜事務系＞営業、生産管理、アドミ他 

勤務地 全国各事業所 ※長野県に多くの拠点があります 

仕事内容 

 
エプソンは、1942年の創業以来培ってきたエプソンのDNAである「省・小・精の技術」をベースに、
革新的な製品・サービスにより、世界中のお客様の期待を超え驚きや感動を与える仕事をしています。
また、技術開発から営業まで自社で一貫して取り組む垂直統合型ビジネスモデルを採用しており、職種
は多岐にわたり、仕事内容も様々です。 
職種に関しては、下記をご覧ください。 
 
＜技術系＞ 
開発設計（各分野の研究開発から開発設計等）、情報システム推進、 
生産技術（装置開発・量産技術・基幹製造技術）、品質保証・管理、 
セールスエンジニア、デザイン、知的財産 
 
＜事務系＞ 
営業、生産管理（生産企画・物流・調達）、財務・経理、法務、人事・総務、 
秘書、経営企画・広報・IR 
 

雇用形態 事務系総合職/エンジニア職 

給与 博士了 271,500円、修士了 235,500円、学部卒 211,500円 

言語条件 日本語能力 N2相当   英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 15~20名 

応募方法・選考の流れ 詳細は、当社採用ホームページよりご確認ください 

応募者用連絡先 セイコーエプソン採用センター TEL：03-5368-0972 

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者
対象） 

              

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して)   

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

西洋フード・コンパスグループ株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都中央区築地5-5-12 浜離宮建設プラザビル4F・5F 

設立 1947年（昭和22年）9月6日 

資本金 1億円 

従業員数 2492名(グループ従業員数) 

事業内容 

 
 
1.コントラクトフードサービス(企業内食堂・高齢者施設・病院でのお食事の提供、高速道路のＳＡ・
ＰＡ、ゴルフ場のレストラン) 
 
2.レストランの運営 
 
3.食品・食材の販売 
 
 

外国人社員の採用実績・活躍 
2018年度 採用実績なし 

2019年度 採用予定 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 全国各地(配属は考慮します) 

仕事内容 

事業部内の各店舗で接客サービスや店舗マネジメントを行っていき、 

将来のキャリアとしては、店長・支配人やエリアマネジャー、事業部を統括する責任者への道。 

本部での営業開発やパーチェシング、人事部門などの管理系を目指す等、複数の道が用意されています。

雇用形態 正社員 

給与 200,000円 

言語条件 日本語能力 日本語能力N3程度 英語能力       

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 5名 

応募方法・選考の流れ HPよりエントリー 

応募者用連絡先 TEL:03-3544-0357 mail：SFCGJinzai@compass-jpn.com 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 2019年2月下旬又は8月～9月 

問い合わせ先・申し込み 
タレントマネジメント部 インターンシップ担当 

TEL:03-3544-0357  /  mail：SFCGJinzai@compass-jpn.com 



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

精和産業株式会社 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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 1,000万円 

従業員数 60名（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 現在、韓国人2名（男性１名、女性１名）在籍中、貿易、マーケティングを担当 

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ー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頂きます。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。 

雇用形態 正社員 

給与 
・院了／大卒 月給217,000円（一律手当・みなし残業手当含む）この他に賞与年2回 
（8月、12月） 

言語条件 日本語能力 N1   英語能力 
営業職は必要なし。 
貿易TOEIC800以上 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 3名 

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 

応募者用連絡先 TEL:03-3638-6911 

              

インターンシップ 
（2020年3月以降卒業予定者対象） 

              

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して)   

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社ZERO TO ONE 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7番地22 3階 

設立 2015年4月1日 

資本金 1,000万円 

従業員数 26名 

事業内容 

◆Croooober事業 
 世界115カ国、取扱高35億円/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 
 ライドシェアアプリ「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 
既存メンバー：7カ国籍(日本、ベトナム、中国、フランス、キルギス共和国、韓国、マレーシア） 
※国籍不問 ※採用基準・人事評価は国籍に関わらず統一。 
 
◆外国人社員の活躍 
Crooooberというサイトの海外事業を立ち上げ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1億円をつくり出しました。

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 

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 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル 英語能力 （グローバル職) TOEIC700   

学歴要件 日本で専門学校卒 以上  ／  母国で短大卒 以上     

外国人留学生の採用予定人数 2020年3月卒業の募集人数は全体で5名前後の予定です。※国籍不問 

応募方法・選考の流れ 説明会参加⇒ 個別面接（２回） ⇒ 最終面接 ⇒ 内定 

応募者用連絡先 045-984-1134 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 各職種 都度募集中 

問い合わせ先・申し込み 045-984-1134 



＊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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A5 タテ（148mm×210mm）表面 
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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

センコー株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

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

設立 昭和21年7月（1946年7月） 

資本金 265億28百万円 

従業員数 15,876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、小運搬構内作業 など） 

外国人社員の採用実績・活躍 
センコーのコーポレートスローガンは「Moving Global」 
１５年以上前から留学生採用を毎年行っている総合物流企業です。 
日本を中心に一部海外でも、みなさんの先輩が活躍しています！ 

募集情報 

募集職種 総合職（全国型／エリア型） 

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。 

雇用形態 正社員 

給与 （2018年4月大卒初任給（東京勤務））全国型：月給220,400円／エリア型：月給207,400円 

言語条件 日本語能力 Ｎ１以上   英語能力 条件なし     

学歴要件 日本で４年制大学もしくは大学院卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 未定 

応募方法・選考の流れ 
マイナビ2020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は、説明会時にご説明させていただきます。 

応募者用連絡先 
TEL: （東京）03-6862-7142 （大阪）06-6440-5164 /   
Mail： senko-saiyou@sknet.senko.co.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 対象：2020年3月に日本の４年制大学もしくは大学院卒予定の方／時期：2019年1～2月 

問い合わせ先・申し込み 問い合わせ先：応募者用連絡先に同じ／申し込み：マイナビ2020より 



＊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
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ソニー株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 

設立 1946年5月7日 

資本金  8,657億円（2018年3月31日現在） 

従業員数 117,300名（2018年3月31日付） 

事業内容 

グループとして、デジタルスチルカメラ、ビデオカメラ、テレビ、オーディオ、 
ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダー、イメージセンサーなど半導体、コンポーネント、 
ネットワークサービス、放送用・業務用機器、記録メディア、メディカル関連機器などの 
エレクトロニクス事業やゲーム、モバイル（スマートフォン）、映画、音楽、金融、その他分野の 
事業を展開 

外国人社員の採用実績・活躍 
国籍に関わらず多用な人材を活用していくという創業当初からの考えに基づき、地域や国籍に関わり
なく採用している。また日本に留学している外国籍の学生の採用も積極的に行っている 

募集情報 

募集職種 技術系、事務系 

勤務地 

本社/東京都港区港南1-7-1  

テクノロジーセンター/東京都港区・品川区・神奈川県厚木市・藤沢市・宮城県多賀城市 

その他/海外事業所 

仕事内容 

＜技術系＞ 

研究開発（音声・自然言語処理、映像・コンピュータグラフィックス、オーディオ・アコースティッ

クス、コンピュータビジョン、インタラクション・ヒューマンセンシング、人工知能・機械学習、次

世代通信、ロボティクス、システムソフトウエア・次世代プロセッサ、次世代商品開発、光学デバイ

ス、半導体デバイス・プロセス、ディスプレイ・ウェアラブルデバイス、高周波・ミリ波、素材・材

料、生命科学）、ネットワークサービス開発設計・運用、ソフトウエア設計、セキュリティ品質技術、

無線・通信開発設計、信号処理、アナログ回路設計、デジタル回路設計、電気設計、メカトロニクス

設計、メカ設計、光学設計、デバイスソリューション開発、半導体実装/モジュール技術、電気・回路

シミュレーション技術、生産技術、調達、品質保証、知的財産（パテント） 

 

＜事務系＞ 

セールス&マーケティング（イメージセンサー・LSI）、商品企画、セールス&マーケティング、経営

管理、財務、法務、広報、人事 

 

雇用形態 正社員 

給与 大学院(修士)卒：265,000円 大学卒：230,000円 (2018年7月実績) 

言語条件 日本語能力 不問   英語能力       

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数   

応募方法・選考の流れ 
「ソニーグループ共通 新卒採用マイページ」よりプレエントリーをお願いします 
マイページ内にて、エントリー、選考に関する情報をご提供致します。 

応募者用連絡先 
「ソニーグループ共通 新卒採用マイページ」内のお問い合わせフォームよりお問い合わせ受け付け
ております。 

              

インターンシップ 
（2020年3月卒業予定者対象） 

              

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して)   

問い合わせ先・申し込み   
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株式会社ゾフ 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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6F 

設立 1993年03月 

資本金 2億4000万円 

従業員数 2053名（2018年11月現在） 

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30名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。 
（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 
※まずは日本国内の店舗運営業務からスタートし、その後、社内公募により本社各部署へのキャリア
チェンジが可能です。 

勤務地 
日本国内の各店舗 
※入社時の住所から、勤務可能店舗へ配属となります。 

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。 

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)  

言語条件 日本語能力 N1   英語能力 
ビジネスレベルがあれば望ま
しい 

  

学歴要件 日本で専門学校卒以上  

外国人留学生の採用予定人数 10名程度 

応募方法・選考の流れ 
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。 

応募者用連絡先 recruit@zoff.co.jp 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 未定 

問い合わせ先・申し込み   
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株式会社ダイセル 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB 

設立 1919年09月08日 

資本金 362億7,544万89円（2018年3月31日現在） 

従業員数 連結 12,309名 単体 2,354名（2018年3月31日現在） 

事業内容 
液晶表示向けフィルム用酢酸セルロース、煙草フィルター用トウ、水溶性高分子などのセルロース製
品、酢酸及び酢酸誘導体などの有機合成品およびファインケミカル製品、医薬中間体、キラルカラム、
自動車エアバック用インフレータ、パイロット緊急脱出装置、各種合成樹脂などの製造販売。 

外国人社員の採用実績・活躍 
ますますグローバル競争が激化する中、グローバルで活躍できる人材の採用を積極的に進めています。
高い専門能力とチャレンジ精神があり、グローバル志向の留学生の方の応募をお待ちしています。 

募集情報 

募集職種 事務系、技術系 

勤務地 
大阪本社、東京本社、名古屋支社、イノベーション・パーク、 
姫路製造所網干工場（兵庫県）、姫路製造所広畑工場（兵庫県）、播磨工場（兵庫県）、 
新井工場（新潟県）、大竹工場（広島県）、神崎工場（兵庫県） 

仕事内容 

【事務系】 
 営業・マーケティング、企画、総務、広報、法務、経理・財務、人事、購買、物流、生産企画など 
 
 
【技術系】 
 研究開発、評価・解析、生産技術、設備管理、設備技術、エンジニアリング、品質保証、知的財産、
情報システムなど 

雇用形態 正社員 

給与 
【学部卒】220,000円 【修士了】240,000円 【博士了】274,300円 
（2018年4月初任給実績）  

言語条件 日本語能力 N1取得が望ましい 英語能力 ビジネスレベルが望ましい   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 【事務系】数名 【技術系】数名 

応募方法・選考の流れ 
当社新卒採用Webサイトよりエントリーをお願いします。 
【事務系】会社説明会→筆記試験、面接 
【技術系】書類審査→筆記試験、面接（先生の推薦重視） 

応募者用連絡先 TEL: 06-7639-7121（人事グループ代表） / mail: shinsotsu@jp.daicel.com 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 実施時期にマイナビで案内します。（2020年新卒向けは既に終了） 

問い合わせ先・申し込み TEL: 06-7639-7121（人事グループ代表） / mail: shinsotsu@jp.daicel.com  
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株式会社 旅工房 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 46階 

設立 1994年04月18日 

資本金 4億2652万円（2017年5月17日） 

従業員数 356名（2018年4月1日現在） 

事業内容 

旅工房は、トラベル・コンシェルジュとオンライン商品とのハイブリット戦略を掲げ、旅行業界で新た
なビジネスモデルに挑戦していく旅行会社です。主に日本国内の個人顧客をターゲットにコンシェル
ジュがお客様にあったプランを、ツアーアレンジやオーダーメイド、サプライズなどの方法でご提案を
しております。 

外国人社員の採用実績・活躍 
採用実績：1名 
母国のツアー企画を行っており、細かな現地の情報や文化を商品に反映しています。 

募集情報 

募集職種 総合職（個人旅行部門または法人旅行部門） 

勤務地 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌のいずれか 

仕事内容 

＼トラベル・コンシェルジュ／ 

お客様との対話を第一に考え、お客様が本当に求めている旅を提案する 

トラベル・コンシェルジュとして、お客様のニーズに応えます。 

また、適性を踏まえツアーの企画造成、仕入れ交渉、セクションリーダー等、経営戦略にかかわるポジ

ションへとキャリアアップをしていきます。 

 

＼法人旅行部門スタッフ／  

企業様のビジネスを成功に導くため、企業様にとって一番の目的は何か 

ヒアリングを続け信頼関係を築き、寄り添った旅行のご提案をしていきます。 

スピーディーな対応でコスト削減・効率的な渡航のご提案、 

オーダーメイド旅行も手がけ専門チーム一体となりビジネスをサポートしています。 

雇用形態 正社員 

給与 

■大卒・大学院卒 
基本給 180,000円 +固定残業代 33,350円（25時間分相当）+固定残業時間超過分 
■短大・専門卒 
基本給 168,720円 +固定残業代31,260円（25時間分相当）+固定残業時間超過分 
※固定残業代は時間外労働の有無にかかわらず支給し、超過分の残業代は別途支給します 

言語条件 日本語能力  N2相当   英語能力 不問     

学歴要件 日本で専門学校卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 2名程度 

応募方法・選考の流れ 就活サイトまたは弊社ホームページよりエントリー後、WEB選考のご案内をお送りします。 

応募者用連絡先 人事セクション 八木澤 TEL：03-5956-5531 MAIL：saiyo@tabikobo.com 

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）       

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して)  なし 

問い合わせ先・申し込み 
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蝶理株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都港区港南2-15-3 シナガワインターシティC棟 

設立 1948年 

資本金 68億 

従業員数 単体360名、連結991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当社 

外国人社員の採用実績・活躍 2018年4月に外国人留学生が1名入社。 

募集情報 

募集職種 基幹（総合）職、事務職 

勤務地 東京、大阪（１年目） 

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割が海外関連ということ
もあり、現在では海外36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450名程で
すが、年間の海外出張回数はのべ2600回以上。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4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。 

雇用形態 正社員 

給与 初任給【基幹職】大学卒 月給／220,000円 

言語条件 日本語能力 N1   英語能力 日常会話     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 未定 

応募方法・選考の流れ HPよりエントリーお願い致します。（ http://www.chori.co.jp/saiyo/ ） 

応募者用連絡先 TEL: 03-5781-6203  

              

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象）           

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 当社の採用マイページにてご案内しますのでまずは登録をお願い致します。 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

テクダイヤ株式会社 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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 1976-06-01 

資本金 6,000万円 

従業員数 75名（2018年12月現在） 

事業内容 

【「加工技術で産業界の常識を覆す」をモットーに、社会生活のインフラの進化に貢献しています】 
セラミック応用技術 
 →セラミックを調合・焼成し、金属で成膜した単層コンデンサーや、全く新しいハイブリッド回路基
板を製造・販売しています。 
 
精密機械加工技術 
 →金属などを専用機械で研磨・切削し様々な形状に加工し、半導体製造の過程で使用する工具を製
造・販売しています。 
 
ダイヤモンド応用技術 
 →ダイヤモンド加工技術を確立し、ダイヤモンド製工具の製造・販売を行う世界でも有数の企業と
なっています。 

外国人社員の採用実績・活躍 

現在本社で働いている外国籍の社員８名（中国２名、フィリピン２名、カナダ１名、シンガポール１名、
カンボジア１名 他） 
2018年度採用実績1名、2019年度入社見込み3名 
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・人事・管理）、技術系（研究開発・製造、品質管理） 

勤務地 東京 

仕事内容 

【事務系（営業・人事・管理）】 
営業 
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。 
 
人事 
新卒・中途人材採用及び各種社員研修の企画、運営の実施、人事制度の企画立案等人事業務。 
 
管理 
経理、購買、ロジスティック等の業務。 
社内の経費、海外子会社と連携した月次決算、外注業務、生産管理等、輸出入管理など多岐にわたる。 
 
【技術系（研究開発・製造、品質管理）】 
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。  

雇用形態 正社員 

給与 初任給 大学卒：222,060円／大学院了：227,700～233,340円 

言語条件 日本語能力 N2以上   英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 3～5名 

応募方法・選考の流れ 
テクダイヤ採用ページよりエントリーをお願いします。 
http://www.tecdia.com/jp/jobs/  ※ES不要！！ 
会社説明会 (履歴書提出) → 適性診断テスト → 1次面接 → 社長面接 (数回の可能性あり) 

応募者用連絡先 TEL: 03-5765-5400  /  mail: newtecdian@tecdia.co.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) インターン受け入れ予定がありません 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 
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地 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

東急住宅リース株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都新宿区西新宿2-3-1 

設立 2014年04月01日 

資本金 1億円 

従業員数 998名（2018年10月1日時点） 

事業内容 

【資産運用（賃貸管理）業】 

オーナー様から不動産資産をお預かりし、オーナー様の代わりに資産運用（賃貸管理）を行う事業です。

◆ストックビジネスのため、安定した事業基盤がある 

◆不動産という大きな資産の運用に関われる 

◆お客様と信頼関係を築き、長いお付き合いができる 

◆新しいことに挑戦できる環境がある 

外国人社員の採用実績・活躍 
＜新卒採用における外国人社員採用実績＞ 
 2016年入社 1名（中国）  
 2017年入社 2名（中国・台湾） 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 東京、神奈川、（大阪）、（福岡）※エリア別採用あり 

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お約束はできません。 

雇用形態 正社員 

給与 初任給 201,000円 

言語条件 日本語能力 N1相当   英語能力 不問（尚可）   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 若干名 

応募方法・選考の流れ マイナビからエントリー 

応募者用連絡先 TEL:03-6901-6461  /  mail:thl-saiyo@tokyu-hl.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 予定なし 

問い合わせ先・申し込み - 



＊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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A5 タテ（148mm×210mm）表面 
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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

東京理化器械株式会社  

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 〒112-0002 東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル6F 

設立 1955-07-12 

資本金 600,000,000円（グループ全体） 

従業員数 310人 

事業内容 

研究支援機器メーカーとして、 
一般理化学機器（実験器具）から先端の研究分野での専門装置の 
開発・製造・販売までを手がけています。 
【会社HP】http://www.eyela.co.jp/ 

外国人社員の採用実績・活躍 
海外向け業務にて営業職として海外で活躍実績が有ります（出身国：オランダ・中国）                           
技術職として製品開発業務で活躍実績が有ります（出身国：中国） 

募集情報 

募集職種 A.海外営業事務（将来海外営業職希望の方、歓迎） B.海外向け製品技術サービス業務 

勤務地 本社（日本） 

仕事内容 

A.海外営業事務（将来海外営業職に転向）     
1.当社海外事業所への業務支援                                                                             
2.見積書・納期確認       
3.一般貿易事務                                 
4.電話取次                
5.販売資料作成 
                                                                                                           
B.海外向け製品技術サービス業務                           
1.製品メンテナンス修理 
2.営業技術支援                                
3.技術資料作成  

雇用形態 契約社員（能力・評価により正社員登用） 

給与 190,400円～218,000円 

言語条件 日本語能力 日常会話レベル 英語能力 日常会話レベル   

学歴要件 母国または日本で専門学校以上     

外国人留学生の採用予定人数 A・B 各1名程度 

応募方法・選考の流れ 
会社HPにて詳細を確認ください。 http://www.eyela.co.jp/                                    
応募：履歴書を添付の上、本社総務部宛にご送付ください。   
 選考：書類選考⇒適性検査⇒面接⇒適性検査⇒面接 

応募者用連絡先 TEL：03-6757-3373 mail : jinji@eyela.co.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して)  無 

問い合わせ先・申し込み   



＊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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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社東邦プラン 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 神奈川県川崎市幸区新塚越201番地 ルリエ新川崎7階 

設立 1988年7月 

資本金 5,000万円 

従業員数 28名 

事業内容 

折込チラシ等の制作・印刷および配布企画  
パンフレット・DM・雑誌等の制作～印刷  
デジタルコンテンツ運用ソリューション  
ホームページの企画・制作 

外国人社員の採用実績・活躍 2018年12月現在なし 

募集情報 

募集職種 グラフィックデザイナー（広告デザイナー） 

勤務地 神奈川県 川崎市 

仕事内容 

illustrator、Photoshopを使い、日本の広告（新聞折込広告、会社案内、商品カタログ、施設案内パン
フレット、SPツール等）をデザインします。 
デザインのアイデア出しから完成まで、複数のデザイナーでチームを組んで行うことが多く、コミュニ
ケーション力に自信のある方なら楽しんでできる仕事です。 
ユーザーの気持ちや社会のトレンド、クライアントの狙い等を反映したデザインで、より多くのユー
ザーにサービスや商品を購入してもらうが私たちのミッション。 
そこに大きなやりがいがあります！ 

雇用形態 正社員／契約社員 

給与 17万5千円～ 

言語条件 日本語能力 N3以上   英語能力 不問     

学歴要件 日本で専門学校・大学卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 1名～ 

応募方法・選考の流れ jinji@tohoplan.co.jpに履歴書をお送りください。 

応募者用連絡先 jinji@tohoplan.co.jp 

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）             

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 2019年8月～9月 

問い合わせ先・申し込み jinji@tohoplan.co.jp 



＊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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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

ナガタベルリッツァ株式会社 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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 150名（2018年04月現在） 

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。 
グループ企業が国内14法人、海外３法人あり、自動車関連の製造業を中心に、サービス業、不動産管
理業、医療ビジネスなど幅広くビジネスを展開しています。 

外国人社員の採用実績・活躍 
2017年 ベトナム人１名採用実績あり。現在、貿易・物流業務で活躍中です。 
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。ベトナム語、タ
イ語がネイティブレベルの方、大歓迎です。 

募集情報 

募集職種 総合職（設計・開発・営業・物流・品質管理） 

勤務地 神奈川県 茅ヶ崎市 

仕事内容（400字以内） 

【設計・開発】：トヨタ自動車、日産自動車などの大手完成車メーカーから受注した製品を、3Ｄ-ＣＡ
Ｄを使って設計し、ベトナムまたは新潟工場での量産立上げまで一貫して取り組んで頂きます。工学系
の勉強をした方のほか、デザイン系を専攻された方も対象になります。 
 
【営業】：新しく発売される乗用車に対し、当社のオプション品を提案します。設計・開発担当などの
エンジニアとチームを作って、新製品の提案や見積り作成、日々の情報収集などをじっくり取り組む仕
事です。 
 
【物流】：日々の受発注業務、新潟、ベトナム工場との調整や資材の手配、輸送手配などです。 
 
【品質管理】：顧客である各完成車メーカーの定める品質基準を満たすため、品質保証システム全体を
検討し、実行します。 
※各職種とも、入社後教育しますので、安心してご応募下さい。 
 

雇用形態 正社員 

給与 大卒・院卒 230,000（2018実績） 

言語条件 日本語能力 N２程度   英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 3～4名 

応募方法・選考の流れ 
本社住所あてに書類送付（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 

応募者用連絡先 TEL : 0467-82-6101 

              

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象）         

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 検討中 希望する方はお問合せ下さい。 

問い合わせ先・申し込み TEL:0467-82-6101 



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社ナリス 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 大阪市福島区海老江1丁目11番17号  

設立 1932年4月 

資本金 16億円 

従業員数  665名（2017年 3月期・連結） 

事業内容 

 ◇◇各種化粧品の製造・販売◇◇  
■訪問販売事業  
 ・化粧品・健康食品・健康機器・美容機器・補整下着等の販売  
 ・エステティック 
 ・ビューティスタジオ（セルフエステサロン）デ・アイム 
■海外事業  
 ・中国・東南アジアなど世界１５ヶ国における化粧品の開発と販売  
  平成25年7月にタイに合弁販売会社を設立し、積極的に展開。  
■OEM事業（相手先ブランドによる製品生産受諾販売）  
 ・受注だけでなく、製品のコーディネートから提案するODMを行う。 
■通信販売事業  
 ・媒体を通した化粧品販売  
 他の事業では取り扱っていない通販独自の製品を提供。  
■店頭販売事業  
 ・化粧品商社等を通したドラッグストア・量販店での化粧品販売  
 ・「ぐーぴったっ」に代表される機能性食品の企画販売 
■店舗販売事業  
 ・弊社直営店による店舗独自の化粧品ブランドの販売  
  独自ブランドの化粧品をエステティックの技術とともにお客様に提供 
■美容スクール運営事業  
・エステティック、メーキャップ、ネイル、アロマなど、各美容業界で幅広く活躍 
 できるプロを養成 

外国人社員の採用実績・活躍 2016年ベトナム人3名採用 

募集情報 

募集職種 総合職・技術職 

勤務地 
 ①全国各営業部、営業所②大阪もしくは兵庫③北海道エリア（札幌、帯広、函館）、九州エリア（福
岡、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島） 

仕事内容 

■総合職A（営業、経営企画、マーケティング等）  
 各事業の営業、管理業務等  
 
■総合職B  
 基礎研究、処方開発、品質管理業務等  
 
■生産技術職  
 工場生産ラインの機械の設計開発、保守メンテナンス等  

雇用形態 正社員 

給与 （大卒）基本給22万円+諸手当 （大学院）基本給23万円+諸手当 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル 英語能力 ビジネスレベル   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 未定 

応募方法・選考の流れ リクナビ、または弊社HPからご応募ください。 

応募者用連絡先 TEL:06-6346-6587 / Mail：saiyo-group@naris.co.jp 

              

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 未定 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

日通商事株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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 2,444名（2018年3月末時点） 

事業内容 
創業50年を超える“物流”を核とした複合商社。 
物流関連商品・機器・石油製品・ＬＰガス等の販売、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 
現在外国籍の社員3名（中国3名） 
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】 
お客様の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ＣＡＤ設計等 

雇用形態 正社員 

給与 モデル賃金：大卒 215,000円（東京勤務の場合） 

言語条件 日本語能力 Ｎ１相当   英語能力 不問     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 未定 

応募方法・選考の流れ 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 

応募者用連絡先 TEL: 03-6734-8333 /  mail:  s-aoto@nittsushoji.co.jp 

              

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象）             

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 未定 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

日本駐車場開発株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル  

設立 1991年（平成3年）12月 

資本金  6億9千9百万円 

従業員数 連結1000名 単体427名 

事業内容 
日本駐車場開発株式会社（以下、NPD）は1991年に創業した会社です。NPDは創業以来続く駐車場事
業による安定した財務基盤をもとに、レジャー、カーシェア、教育、ヘルスケアなど様々な事業を通し
て日本の課題解決に挑戦し続けている会社です。 

外国人社員の採用実績・活躍 
韓国、タイ、ミャンマーをはじめとしたアジア圏の従業員が活躍しています。 
入社5年目の韓国人社員がグループ会社社長に抜擢され、韓国の現地法人社長をしているなど、実力が
あれば若くして大きな仕事ができます。 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 東京・名古屋・大阪 

仕事内容 

PHASE1 現場力 
駐車場店舗マネジメントや現場改善活動を通して、1年目から駐車場の店舗店長として、収益管理やメ
ンバーの管理などビジネスの現場で必要なスキルを養います。 
 
PHASE2 営業力 
既存物件の法人営業や新規物件の法人営業、後輩指導を行い、現場で培った駐車場の知識や経験をもと
に、営業活動をすることで、顧客やパートナーを獲得します。また、後輩の指導も行うことで育成もス
キルも身につけます。 
 
PHASE3 マネジメント力 
エリア収益の最大化および、エリアの拡大などのエリアマネジメントを行い、現場、営業の経験をもと
に、より広範囲の駐車場の収益や人材の管理を行うことで、マネジメントの力を養います。 
 
PHASE4 経営力 
実力があれば、グループ会社に役員として経営に参画したり、自分で新規事業をグループ内で始めるこ
とも可能です。 

雇用形態 正社員 

給与 初任給 200,000円（昇給年2回）福利厚生：寮費全額会社負担、持株会奨励金(20%)等  

言語条件 日本語能力 N1~N2程度   英語能力 日常会話程度   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 5名程度 

応募方法・選考の流れ 採用担当：グリーンまで日本語履歴書をお送りください。 

応募者用連絡先 eric-greene@n-p-d.co.jp（採用担当：グリーン） 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) なし 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社NENGO 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 神奈川県川崎市高津区下作延7-1-3 

設立 1983年（昭和58年）3月14日 

資本金 3,000万円 

従業員数 45名+1匹+1羽 

事業内容 

 
100年後の街つくりをしているコンサルティング会社です。 
 
＜事業内容＞ 
■PORTER’S PAINTS（高級ペイント）などの建材販売 
 
■断熱工事・耐火被覆工事 
 
■建築リノベーション工事 
 
■不動産事業 
 
■コーポラティブハウス事業 
 
 

外国人社員の採用実績・活躍 現在はおりません 

募集情報 

募集職種 営業職/現場管理/小売販売/事務職 

勤務地 溝の口本社 

仕事内容 

 
 
■営業 
A：PORTER’S PAINTSのコンサルティング～施工管理 
B：耐火被覆工事や断熱工事のコンサルティング～施工管理 
 
 
■現場管理 
新築、リノベーション工事の現場監督 
 
 
■小売販売 
PORTER’S PAINTSの調色、カラー相談、ワークショップ講師など 
 
 
■事務職 
営業スタッフの事務サポート、経理など 
 
 

雇用形態 正社員 

給与 230,000円～250,000円／月 

言語条件 日本語能力 N1相当以上 英語能力 なし   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 優秀な方がいれば何人でも採用 

応募方法・選考の流れ 説明会 ⇒ 面接（複数回）・筆記試験 ⇒ 配属部署責任者面接 

応募者用連絡先 recruit@nengo.jp 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 随時実施 

問い合わせ先・申し込み recruit@nengo.jp 



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社バイテック・グローバル・ジャパン 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都中央区月島2-14-12 月島セントラルビル3F 

設立 2004年02月04日 

資本金 1億円 

従業員数 50名（パート・アルバイト含む） 

事業内容 

当社は「入れ歯の会社」です。超高齢社会日本、そして高齢化する世界において、年をとって歯が抜け

た方々の生活を支えることを目指しています。 

①入れ歯のブランドをつくる 

②日本発入れ歯ブランドを世界に拡げる 

③入れ歯専門店のサプライチェーン(多店舗)を全国に構築する 

という、まったく新しいことに挑戦しています。 

海外は現在ベトナム、インドネシア、タイで展開中。今年中国に進出予定です。 

目標は世界195カ国に日本ブランドの入れ歯を拡げること！ 

外国人社員の採用実績・活躍 
海外事業担当者（4年目）ベトナム出身 １名。 
海外事業担当者（1年目）モンゴル出身 1名。 
今後毎年１名～２名の外国籍社員の採用を考えています。 

募集情報 

募集職種 営業、海外事業担当、マーケティング 等 

勤務地 東京都 

仕事内容 

当社ブランドの入れ歯「コンフォート」をいかに社会に広めるか。 
そのための営業、企画、マーケティング等、本人の適性を見てアサインします。 
 
外国籍の方は、まずは日本での入れ歯マーケットを知り、業界構造をしり、事業を推進していただきま
すが、その先は自分の国に日本ブランドの入れ歯を拡げる事業を自ら責任者として担っていただく可能
性もあります。 
 
まだ人数が少ない会社だからこそ、なんでも自分でやらないといけないし、あらゆることに挑戦ができ
る環境です。それによってビジネスマンとしての成長も期待できます。 

雇用形態 正社員 

給与 初任給200,000円～ 

言語条件 日本語能力 N1   英語能力 ビジネス     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上    

外国人留学生の採用予定人数 1～2名。 

応募方法・選考の流れ Emailにてエントリーしてください。 recruit@bitecglobal.com 

応募者用連絡先 TEL: 03-6824-9190   /  mail： recruit@bitecglobal.com 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 

①1/23（水）～1/25（金） ②2/4（月）～2/6（水） 
③2/19（火）～2/21（木） ④3/4（月）～3/6（水） 
⑤3/27（水）～3/29（金） 
3日間をかけて、入れ歯の新規事業提案をしていただきます。 

問い合わせ先・申し込み Email recruit@bitecglobal.com 



＊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 
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地 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社バイリンガ 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都港区白金台2-26-10グリーンオーク高輪台7階 

設立 2001年10月1日（創立） 

資本金 1000万円 

従業員数 156名 

事業内容 

関東最大規模のインターナショナルスクールを運営する株式会社バイリンガ。昨年4月に港区白金台に
「ローラス・インターナショナルスクール・オブ・サイエンス」を開校。英語とSTEMの2本柱で未来
のグローバルリーダーを育成します。 
現代社会において非常に重要な教育カリキュラムであるSTEM（科学・技術・工学・算数）教育に力を
入れている、プリスクールから初等部までの一貫校です。 
 

外国人社員の採用実績・活躍 
外国人講師、スタッフの数：60人 
（講師の国籍：イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア 他） 

募集情報 

募集職種 インターナショナルスクール スタッフ 

勤務地 バイリンガグループの各スクール 

仕事内容 

インターナショナルスクールで、保育面の運営管理全般をお任せします！ 
【具体的には】 
◆プリスクール／キンダーガーテンのクラス運営 
◆保護者対応 
◆施設全体の運営サポート など 
Laurus International School of Science requires enthusiastic and experienced teachers for our 
Saturday School in the Tokyo and Kawasaki areas. Candidates must be native English 
speakers, dedicated and passionate, with an interest in teaching science to younger children. 
Experience teaching kindergarten and pre-school aged children preferred. The students are 
from 1.5 years old to primary aged students. Training provided. Starting in March 2019. 

雇用形態 正社員 

給与  月給制（経験・資格により優遇）、社会保険完備 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル 英語能力 TOEIC900     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上      

外国人留学生の採用予定人数 未定 

応募方法・選考の流れ 
履歴書と職務経歴書を郵送あるいはメールでお送りください。 
書類選考→面接 

応募者用連絡先 hr@laurus-school.com 

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して)   

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

ヒューマンリソシア株式会社 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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1日 

資本金 1億円 

従業員数 806名（2018年4月現在） 

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 7名／ 
2017年度 4名／ 2018年度 7名／ 2019年度 15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 

雇用形態 正社員（総合職） 

給与 

【首都圏】  
大学院卒：212,560円／大学卒：208,160円 (地域手当2万7,000円含む）       
【近畿圏】    
大学院卒：206,560円／大学卒：202,160円 （地域手当2万1,000円含む）       
【名古屋東海圏】 
大学院卒：200,560円／大学卒：196,160円  （地域手当1万5.000円含む） 

言語条件 日本語能力 N2相当   英語能力 不問     

学歴要件 日本で専門学校卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 10名程度 

応募方法・選考の流れ 
HPからエントリー → 説明会 兼 グループワーク → 1次面接(適性診断) → ２次面接  
→ WEBテスト → 最終面接 → 内々定 

応募者用連絡先 hr-career@athuman.com 

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）            

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) なし 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社ファミリーマート 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 

設立 2001年 

資本金 83億8,040万円 

従業員数 5,994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をしております。 

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（400字以内） 

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）。 

雇用形態 正社員 

給与 
院卒23万２,500円/四大卒21万５00円/専門卒18万500円（2017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） 

言語条件 日本語能力 日常会話レベル 英語能力 特になし     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上  

外国人留学生の採用予定人数 30名 

応募方法・選考の流れ HPよりエントリー ⇒ 説明会参加（3月以降）⇒選考２～3回（その他面談あり） 

応募者用連絡先 ファミリーマート採用事務局 TEL：0120-966-523 

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）           

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 2019年10～2月開催予定 

問い合わせ先・申し込み HPよりエントリーください 



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

不二製油株式会社 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 大阪府泉佐野市住吉町1番地 

設立 2015年10月 

資本金 500百万円 

従業員数 1,082名（2018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。2017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（400字以内） 

【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。 

雇用形態 正社員 

給与 修士了：231,300円／学部卒：211,800円 

言語条件 日本語能力 N2以上   英語能力 特になし     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 3名程度 

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 

応募者用連絡先 TEL:072-463-1040/Mail:saiyo@fujioil.co.jp 

  

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 実施予定なし 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

富士古河E&C株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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01日 

資本金 １９億７千万円 

従業員数 1,473名 

事業内容 

当社は、培ってきた幅広い工事技術と実績を結集し、プラント・電気・計装・建築・空調・情報通信

とあらゆる分野に対応できる「総合設備エンジニアリング企業」として様々な施設・設備づくりにお

ける設計・施工管理～メンテナンス、アフターサービス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 

現在外国籍の社員１５名（ベトナム5名、ネパール2名、マレーシア1名他） 

昨年度採用実績１名 

施工管理のエンジニアとして国内で活躍しております。1名はインドネシア出向中です 

募集情報 

募集職種 設備工事の設計・施工管理 

勤務地 本社、各支社・支店(新入社員教育終了後、本人と面談のうえ決定します) 

仕事内容 

お客様のニーズに合わせた最適な資材の選定や装置のデザイン、各工程での製品選択、配置、施工の

タイミングなどトータルコーディネートをおこないます。さらに、全体を見渡しながら計画通りに工

事をおこなった後のお客様への引渡しまで一貫して携わります。その際に何よりも大切なことは、お

客様に「富士古河E＆Cと一緒に仕事をしてよかった」と思ってもらえることです。自分の仕事がカタ

チとなって残り、長期間にわたって人々の生活を支える施設・設備づくりに携わることは大きな「や

りがい」があり、言葉に表すことが出来ない「感動」と「喜び」に溢れています。 

 

※将来、当社の海外拠点勤務を前提とした採用です。日本にて数年間研修を受けた後、海外拠点にて

エンジニアとして活躍していただきます。母国と日本の架け橋になってみませんか？ 

 

雇用形態 正社員 

給与 修士卒：231,500円 大卒：211,500円 

言語条件 日本語能力 N1相当   英語能力 日常会話レベル   

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 5名 

応募方法・選考の流れ 
説明会参加 → 一次選考会(集団面接) → 二次選考会(個人面接、SPI、適正検査)  
→ 最終選考会(面接) → 内定 

応募者用連絡先 TEL:044-548-4379  /  Mail：saiyo@ffec.co.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して)   

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

藤森工業株式会社 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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 

資本金 66億68万円 

従業員数 992名（2018年3月31日現在） 

事業内容 

①包装材料（packaging) 

食品・医療医薬品・日用品・化粧品 

②高機能フィルム（functional films） 

光学用表面保護フィルム・耐熱工程用フィルム・リチウムイオンバッテリー用アルミラミネートフィル

ム・剥離フィルム 

外国人社員の採用実績・活躍 
2017年 営業職4名（男性2名：中国・韓国 / 女性2名：ヴェトナム・スペイン） 
2018年 内定者（3名） 

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。 

雇用形態 正社員 

給与 修士：223,000円 学士：210,000円 

言語条件 日本語能力 N2以上   英語能力 日常会話     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

外国人留学生の採用予定人数 若干名 

応募方法・選考の流れ 
マイナビからエントリーください。 
説明会⇒書類専攻⇒面接（複数回）・SPI⇒内定 

応募者用連絡先 TEL:03-6381-4218 /Mail:recruit@zacros.co.jp 

  

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 実施予定なし 

問い合わせ先・申し込み   



＊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 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社Plan・Do・See 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内２-１-１ 

設立 1993年4月 

資本金 1億円 

従業員数 800名 

事業内容 

 
レストラン/バンケット（ウェディング） 
ホテル等の運営、企画/コンサルティング   
 

外国人社員の採用実績・活躍 
有り。 
サービスのみならず、ITチームなど幅広い分野で活躍中 

募集情報 

募集職種 総合職・エリア職 

勤務地 東京・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡 ・海外 

仕事内容 

日本のおもてなしを世界中の人々へ 
Plan・Do・Seeがずっと大切にしてきたこと 
関わる人すべてが誇りを持てる、街を象徴するようなお店になること。 
そのホテル・レストランがあることで人の流れが生まれ 
その場所でしか紡がれない歴史やストーリが語り継がれ、      
街の価値が上がっていく。 
そんなお店を国内外の素敵な場所につくり、                 
お客様を大切にお迎えし続けています。 
 

雇用形態 正社員 

給与 総合職26万円 エリア職21万円 

言語条件 日本語能力  中級 英語能力 中級 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 未定 

応募方法・選考の流れ 採用HPよりエントリー https://recruit.plandosee.co.jp/new_graduate/ 

応募者用連絡先 recruit@plandosee.co.jp 

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）         

対象・受入れ時期(外国人学生に対して) あり 夏（6月頃～）と冬（12月頃～）  

問い合わせ先・申し込み recruit@plandosee.co.jp 



＊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 
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地 

メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社マイベスト 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI4階 

設立 2016年 

資本金 1,000万円 

従業員数 41名 

事業内容 

私たちは人とモノをつなぐメディアプラットフォーム「mybest」を運営しています。 

専門家やインフルエンサーなど、その道のプロが使っているモノの中から自分に合う商品を探せるので、

本当にいいモノが見つかります。 

これまではステルス運営していたので、スタートアップ系のメディアなどへの露出はしていませんが、

今では月間1300万ユーザーほどが訪れるまで急成長しております。 

外国人社員の採用実績・活躍 
様々な国籍の社員（7ヵ国）が、全員未経験で入社しています。現在は自国の事業を引っ張る編集長と
して活躍中。 

募集情報 

募集職種 海外向け記事の編集担当 

勤務地 東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI4階 

仕事内容 

●海外向けWEBメディアにて記事の編集 

 皆さんの母国を対象としたWEBメディアを担当していただきます。 

●海外務け記事のライター及び編集者の採用、育成 

●新規コンテンツ制作（執筆・撮影）  

●専門家への取材 

雇用形態 正社員 

給与 230,000円/月 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル 英語能力       

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 若干名 

応募方法・選考の流れ 

 
DragonGateのHPより応募  
面接2回（テストライティングを実施する場合があります）    
※Dragon Gate HPへはこちらからアクセスできます ⇒    

応募者用連絡先 DragonGateスタッフ宛 TEL:03-6222-9855 / mail:staff@dragongate.jpn.com 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 応相談 

問い合わせ先・申し込み DragonGateスタッフ宛 TEL:03-6222-9855 / mail:staff@dragongate.jpn.com 



＊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 
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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社モバイルファクトリー 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都品川区東五反田1-24-2東五反田1丁目ビル8階 

設立 2001年10月1日 

資本金 4億7,618万円 

従業員数 83名 

事業内容 

モバイルファクトリーは、ゲームを中心にサービスを提供するIT企業です。2017年に東証一部に上場
し新フェーズへ進んでいます。「ステーションメモリーズ！」などの位置情報を活用したゲーム開発は
もちろん、昨年より新規で「ブロックチェーン事業」にも力を入れており、次世代のアプリの企画/開
発を行っています。 

外国人社員の採用実績・活躍 
現在外国籍の社員5名（中国1名、台湾1名、韓国2名、インドネシア1名） 
昨年度採用実績2名(インドネシア/韓国) 
ディレクター、エンジニアなど、会社の中心として企画・開発を行っています。 

募集情報 

募集職種 ディレクター/エンジニア 

勤務地 東京 

仕事内容（400字以内） 

【ディレクター職】 
モバイルファクトリーの提供するモバイルサービス（ソーシャルゲーム、コンテンツサービス）の企画
や進行管理、売上最大化に向けたマーケティング/ プロモーション施策を行っていただきます。新たな
施策やイベント企画、マーケティング調査など、データ分析をしながら、仮説検証を繰り返す、という
ような、日々PDCAサイクルを回していく環境です。 
 
 
【エンジニア職】 
サービスの設計から開発・運用やサーバ設定等、エンジニアはサーバーサイド、フロントエンド、イン
フラまで幅広く担当しています。ディレクターやWebデザイナーを含むチームを編成し、コードレ
ビューなどアジャイル開発の手法を取り入れています。ゲーム事業では、GPS機能を利用して特定のポ
イントをユーザー間で陣取りをしたり、旅の記録をするライフログのような楽しみを提供しています。
新規事業ではブロックチェーン関連サービスも開発をしています。 

雇用形態 正社員 

給与 （年収）ディレクター職：3,650,000円～ エンジニア職：4,000,000円~ 

言語条件 日本語能力 N2相当   英語能力 不問     

学歴要件 特になし    

外国人留学生の採用予定人数 採用において国籍・学歴を問わないため、目標人数は特になし 

応募方法・選考の流れ エントリーシート→人事面談→現場社員面接→役員面接→社長面接 

応募者用連絡先 TEL：03-3447-1181/mail:recruit@mfac.jp 

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）           

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 特になし（希望があれば受け付けることがあります） 

問い合わせ先・申し込み 希望があれば、メールにてお問い合わせください（✉:recruit@mfac.jp） 



＊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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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

UTテクノロジー株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都日品川区東五反田1-11-15 電波ビル6階 

設立 2005年09月 

資本金 4,500万円 

従業員数 853名 

事業内容 

技術開発における構内請負業務・受託開発業務 
技術者の一般労働者派遣事業 
設計・開発エンジニアリングサービスにおけるコンサルタント業務 
業務アプリケーション開発、インフラ基盤設計／構築・運用管理 

募集情報 

募集職種 設計開発エンジニア（機械・機構設計開発、電気・電子回路・ソフトウェア ハードウェア設計開発） 

勤務地 
東北(青森、岩手、宮城、福島)、関東(栃木、東京、神奈川)、東海(愛知、三重)、 
関西(大阪)、中国(広島、鳥取)など各拠点  
※地元勤務可 

仕事内容 

【モノづくり×IT＝IoTエンジニア】 
私たちの身の回りにある、スマートフォンに欠かせない半導体や、 
自動車関連、エネルギー、航空宇宙関係などのソフトウェアやハードウェアの設計・開発に携わるお
仕事です。 
 
 
IoT時代を支える、大手メーカーの最先端プロジェクトにも参画することが可能です。 
世の中をもっとよくするために、今あるものをより良くし、まだ存在しないものをカタチにするUTテ
クノロジーは、ものづくり業界のIT企業です。 

雇用形態 正社員 

給与 

高専卒・大学卒・大学院卒（理工系）：月給240,000円 
 
高専卒・大学卒・大学院卒（理系）：月給230,000円月給 
 
大学卒（文系）短大/専門卒（理系）：月給210,000円 
 
短大卒・専門卒（文系）：月給185,000円 

言語条件 日本語能力 N２   英語能力       

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 未定 

応募方法・選考の流れ DragonGateのHPよりご応募ください。 

応募者用連絡先 mail:staff@dragongate.jpn.com （Dragongate事務局） 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 未定 

問い合わせ先・申し込み   



＊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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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

株式会社ユニクロ 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 山口県山口市佐山717-1（山口本社） 

設立 1974年9月1日 

資本金 10億円 

従業員数 46876名（2017年08月現在） 

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。現場での経験を活
かし、それぞれの希望と実力を考慮した上で、日本国内外、店舗本部問わず多様なキャリアを描くこと
ができます。 

雇用形態 正社員または契約社員 

給与 210,000円 

言語条件 日本語能力     英語能力       

学歴要件 専門学校卒、大学卒、大学院了 以上 

外国人留学生の採用予定人数 未定 

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 

応募者用連絡先   

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 随時 

問い合わせ先・申し込み 
弊社採用サイトでのご確認お願い致します。 
https://www.e2r.jp/ja/fastretailing_newgrad/logon.html 



＊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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メーカー 商社 流通・小売 サービス 金融 IT マスコミ 建築・不動産 交通・運輸 その他 

吉田通信株式会社 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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 139名(2018年12月現在) 

事業内容 

SoftBank・Y!mobileの正規代理店として神奈川、東京、福岡でソフトバンク・ワイモバイルショップ
を19店舗運営。また、昨年は新たな挑戦として住信SBIネット銀行の専属銀行代理店となり、実店舗を
運営。 
その他、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きます。 

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し、これまでに採用実績も多数あります。
働きやすい職場環境が整っています★ 
現在では、中国・ベトナム・ネパールなど計7か国の方が現場で実際に活躍中♪ 

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」、「ワイモバイルショップ」各店舗 
および関連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！ 
【具体的な内容】 
ショップに来店されたお客様の対応を行うことが主なお仕事です。 
携帯電話のご購入はもちろん、料金プラン変更、修理受付から操作案内など様々です。その中で、お客
様のご要望やお困りごとをきちんと伺い、最適な提案を行うことがとても大切です。 
 
※来た時よりもお客様がより便利に携帯電話などを使用して頂けるようになって帰っていただくような
感覚で仕事に向き合います。 
その為にはお客様自身に寄り添う必要があります。 
お客様の気持ちを汲み取り行動できる人が成果を上げお客様からも信頼されていきます！ 
 
「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♪ 

雇用形態 正社員 

給与 

○関東勤務 
■大卒・大学院卒：月給200,900円～（試用期間3ヶ月：月給200,000円）■短大・専門学校・高専卒 
月給193,700円～（試用期間3ヶ月：月給192,000円） 
■高校卒：月給172,000円～（試用期間3ヶ月：月給170,000円） 

言語条件 日本語能力 N2以上   英語能力 不問     

学歴要件 日本で専門学校卒以上  ／  母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 若干名 

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☆              
■採用の流れ  
1.エントリー 2.会社説明会 3.書類選考 4.一次面接 5.筆記試験・適性テスト  6.社長面接 7.内
定 
最短3週間で内定可能♪ 

応募者用連絡先 TEL: 0800-222-3331 /  mail:jinji@ytc.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 

【日程】 
2019年2月18日(月)～2月24日(日) 10時～17時 
 ※内 2月20日(水)・2月21日(木) 休日/2019年2月25日(月) 13時～17時 
【受付締め切り日】 
2018年2月3日(日) 
【場所】 
当社が運営するソフトバンクショップ ※店舗確定次第、ご連絡致します。 
【内容】 
ソフトバンクショップで土日に行うキャンペーン企画･運営☆自分の意見がカタチになります。とても
やりがいを感じる内容です。実際の現場の雰囲気なども知れる良い機会なので、是非ご応募してくださ
い♪ 
【補足事項】 
・交通費支給 (上限)1000円/日 
・昼食支給の為、持参不要です 

問い合わせ先・申し込み TEL:0800-222-3331 ／MAIL:jinji@ytc.jp  



＊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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株式会社リケン 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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1日 

資本金 85億7300万円 

従業員数 1,463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）。 
主要製品は、自動車やバス･トラック、船等のエンジンのキーパーツであるピストンリング。国内シェ
ア約５０％（第１位）、世界では約２０％（第３位）。AT（自動変速機）用シールリングも約８割の
国内シェア。電気自動車向けや産業ロボット向けの新製品も開発中。 
 

外国人社員の採用実績・活躍 
中国人7名、インドネシア人2名おり、うち5名は技術部門の管理職。現地法人の幹部になっている社員
も。国籍に関係なく活躍できる会社で、入社後は日本で経験を積んで、将来的にはドイツやメキシコで
の活躍を期待。 

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 
 「製造管理」 品質管理・品質保証活動、生産システム改革活動、設備保全 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 
 「人事総務」 社内教育、要員計画、人事異動・人事考課、給与事務 等 
 「生産管理」 生産計画の立案、工程管理、納入管理、物流管理 等 
 「調達管理」 資材購入、サプライヤーの探索・選定・指導 等 

雇用形態 正社員 

給与 大卒 202,000円以上、修士了 217,000円以上 

言語条件 日本語能力 N1相当   英語能力 堪能     

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 1～2名 

応募方法・選考の流れ リクナビエントリー ⇒ 会社説明会 ⇒ ES提出・書類選考 ⇒ 面接（2～3回） 

応募者用連絡先 TEL:0120-353-205  /  mail:saiyo@riken.co.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 実施していません。 

問い合わせ先・申し込み   
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リコージャパン株式会社 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル 

設立 1959年5月2日 

資本金 25億円 

従業員数 18,552人 

事業内容 

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。 
 
・複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品 
 およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供 
・サポート＆サービス （画像機器やICT関連商品の保守、 
 ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行） 
・システムインテグレーションおよびソフトウエア設計・開発 

外国人社員の採用実績・活躍 2017年度 3名、2018年度 1名  システムエンジニア・営業職など幅広く活躍中 

募集情報 

募集職種 営業・カスタマーエンジニア・システムエンジニア 

勤務地 
首都圏(東京37,神奈川18,埼玉10,千葉11)をはじめ全国に354の事業所があります 
※Uターン就職も応援しています ※応募時に希望勤務地を申告していただきます 

仕事内容 

[営業]  
お客様との対話の中で経営課題を理解し、解決するためのソリューション提案を行います。毎月の業績
目標を掲げて営業活動を行い、単なる機器販売に留まらず、 
お客様の経営課題を解決するために、関係区と連携しながら、案件創出活動を行います。 
 
 
[カスタマーエンジニア（ＣＥ）] 
リコー製品のみならず、パソコンやサーバー、ネットワーク機器などの導入や保守を担当する技術者と
して、お客様先に訪問します。 
稼動品質を安定をさせ、専門知識を活かした提案もお客様に実施します。 
 
 
[システムエンジニア（ＳＥ）]  
お客様の業務を理解し、コンサルの段階から入ってシステムを構築します。 
関係区とコミュニケーションを取りながら要件定義を行い、環境に合ったシステムの設計から運用保守
まで行います。 

雇用形態 正社員 

給与 
大学院：194,600円～218,600円 大学：186,000円～210,000円 
（配属地域によって異なります） 

言語条件 日本語能力 日常会話ができる 英語能力 特に無し     

学歴要件 日本で専門学校卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 外国人枠はありません。日本人と同じ条件になります。 

応募方法・選考の流れ リクナビ・マイナビからエントリー→会社説明会参加→書類選考→面接 

応募者用連絡先 TEL: 050-3534-0767 /  mail  saiyou_tantou@ricoh-japan.co.jp 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 11月～１Ｄａｙインターンシップを開催中 

問い合わせ先・申し込み TEL：050-3534-0767 リクナビ・マイナビにてご案内いたします。 
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す。 
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株式会社レオパレス２１ 
求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

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 

従業員数 連結7,770名、単体6,538名（2018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 
現在外国籍の社員174名（中国62名、韓国53名、ベトナム22名、ミャンマー11名、他） 
昨年度採用実績17名 
営業やコールセンターの業務を中心に、様々な職種で活躍しております。 

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。 

雇用形態 正社員 

給与 

営業職 ： 固定給210,000円 ＋諸手当 ＋業績給 
※ 四大卒の場合の金額です。 
※ 固定給にはライフプラン給5万円を含みます。 
※ 業績給の支給は“営業職”に限ります。 

言語条件 日本語能力     英語能力       

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 未定 

応募方法・選考の流れ 
当社HP・リクナビ・マイナビよりエントリー 
説明会・適性テスト（3回）・面談、面接（複数回）⇒内定（予定） 

応募者用連絡先 TEL：050-2016-2895   /  mail：jinji@leopalace21.com 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 
          

          

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 対象：大学３年生   ２０１9年８月~９月 （応相談） 

問い合わせ先・申し込み 開催時期未定につき、お電話にてお問い合わせください（050-2016-2895） 
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株式会社ローソン 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー 

設立 1975年4月 

資本金 585億664万4千円 

従業員数 連結10,028名（2018年2月） 

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 
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、約150名が在籍しています。 

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。 

雇用形態 正社員 

給与 
大学卒  21万1000円 ※東京23区在住 
大学院卒 22万4620円 ※東京23区在住 

言語条件 日本語能力 JLPT N1取得者 英語能力       

学歴要件 母国または日本で大学卒以上      

外国人留学生の採用予定人数 20名～60名 

応募方法・選考の流れ エントリー⇒説明会⇒適性検査⇒面接（数回）⇒内定 

応募者用連絡先   

              

インターンシップ（2020年3月卒業予定者対象）           

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 対象：4年制大学以上に在籍をされている方（学年、学部、学科不問） 

問い合わせ先・申し込み   
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株式会社ロピア 

求人情報（2020年3月卒業予定者対象） 

企業情報 

本社住所 神奈川県藤沢市立石３－３１５７ 

設立 1971年04月28日 

資本金 1,000万円 

従業員数 約720名（２０１８年１２月） 

事業内容 

食品専門のスーパーマーケットを運営する株式会社ロピアは、 
価格や品質にこだわった、 

「日本一」付加価値の高い商品を製造・提供しながら、ロピアブランドを構築し、 
ロピアに関わる全ての人を愛し、また、愛される「食のユートピア」を目指します。 

外国人社員の採用実績・活躍 

現在外国籍の社員１６名 

（中国５名、ベトナム１名、台湾７名、タイ１名、ネパール１名、モンゴル１名）   

内定者１９名 

昨年度採用実績６名 

精肉・青果・鮮魚・惣菜・食品の各事業部にて、仕入・加工・販売関連業務様々な職種で活躍しており

ます。 

募集情報 

募集職種 総合職 

勤務地 関東 （神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県） 

仕事内容 

精肉・鮮魚・青果・惣菜・食品・店舗管理の各事業部にて、仕入・加工・販売関連業務、商品企画開

発 ・加工食品の自社製品の製造・ブランド開発など 

 

お客様の気持ちやお客様が望んでいる商品を一番理解しているのは、 

現場の従業員です。 

だからこそ大きな裁量を現場に付与し、現場の社員が自ら何をいくらでどれくらい仕入れて、何をいく

らでどうやって売るかを考えています。 

一人一人が経営者の立場で考え楽しく感動していつも行きたい店舗を創っていきます。 

雇用形態 正社員 

給与 250,000円 【基本給205,000円＋固定時間外手当45,000円（３０時間/月）】 

言語条件 日本語能力 日本語能力試験N2以上 英語能力 なし 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上     

外国人留学生の採用予定人数 20名 

応募方法・選考の流れ 店舗見学兼説明会→書類選考→面談→SPI試験→一次面接→最終面接→内定 

応募者用連絡先 TEL:080-4071-5571  ／  mail： c.endo@lopia.jp  ／ LINE ID：@lopia 

インターンシップ（2020年3月以降卒業予定者対象） 

対象・受入れ時期 (外国人学生に対して) 母国、日本での大学卒業以上・随時要相談 

問い合わせ先・申し込み TEL:080-4071-5571  ／  mail：c.endo@lopia.jp  ／ LINE ID：@lopia 
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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 

99,900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。（2019年2月現在8％） 
※ 上記は2019年2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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就職のための在留資格変更方法

ビザの種類や企業によって、ビザがおりない事があるので、不安な時には専門家に相談してください。

日本で就職するためには、在留資格の変更が必要です。
現在の在留資格である「留学」から、「人文知識・国際業務」「技術」など、自分の業務内容
に応じた在留資格へ変更申請を行ってください。

必要書類

■ 本人が用意するもの
　 □ 在留資格変更許可申請書（入国管理局の窓口や下記HPから入手できます）
　 　 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html
　 □ 在留カード
　 □ 本人名義のパスポート
　 □ 履歴書（書式は自由）
　 □ 卒業証明書または卒業見込証明書（大学から入手してください）
　 □ 申請理由書（任意※書いた方が審査が通りやすい）
　 　 審査の参考になります。就職までの経緯、就職理由、大学での専攻と業務の関連性
　 　 などの説明文を提出しましょう。

審査のポイント

本人の学歴（専攻課程、研究内容など）その他の経歴から相応の技術・知識などを有する
者であるか
従事しようとする職務内容が本人の有する技術・知識などを活かせるようなものであるか
本人の処遇（報酬など）が適当であるか
雇用企業の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらに本人の職務を活かせるた
めの機会が実際に提供されるものか

■就職先の企業に用意してもらうもの
　 □ 雇用契約書のコピー
　 　 職務内容、雇用期間、地位および報酬額が明記されているもの
　 　 採用通知書に上記の内容があれば、そのコピーでも可
　 □ 登記簿謄本と決算報告書（※不必要な企業あり）
　 □ 会社案内（※不必要な企業あり）
　 □ 雇用理由書（任意）
　 　 審査の参考になります。採用までの経緯、雇用理由、職務内容などの説明文

第4章：日本式就活情報　①留学生ゆえに必要な情報

アルバイト先から内定を貰ってもビザがおりない場合があるのでしっかり調べましょう。
特に飲食店には注意してください。理系の人が文系の仕事に就く場合もビザがおりない
場合があります。本人と会社側からの採用する適切な理由を申請理由書、雇用理由書に
明記して提出しましょう。（中国／サービス）

就職先業務の確認

入国管理局へ書類申請

審査結果の通知（郵送）

卒業証明書を管理局に提示

変更完了

申請の手続き

大学新卒者が4月から就職する場合、原則として、その年の１月（東京および大阪の入国管
理局では前年12月）から申請できます。
お住まいの地域の入国管理局（支局・出張所を含む）に必要書類を提出してください。
卒業することが条件となるので、審査が通った後で、卒業証明書を管理局に提出し、在留
資格の変更完了となります。

就職先の業務がどの在留資格に該当するか、確認しておきましょう注意

［ 法務省リンク ］
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html

1

2
3
4

OB
OG

専門家のサポート

■専門家のサポートは受けたい方はこちらまで
[ サポート行政書士法人 ]  URL:  http://www.shigyo.co.jp/    ※相談無料
□新宿：03-5325-1355　□横浜：045-550-3909　□名古屋：052-562-1353　□大阪：06-6266-1353
□中文（SB）：080-4820-8395　　□English：070-5669-2846
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書類サンプル

職種によって申請書様式が異なります。
例は　【研究】・【技術・人文知識・国際業務】・【技能】・【特定活動（研究活動等）】
【人文知識・国際業務】より

必ず社判を
忘れずに押してもらう

上2枚の用紙は、内定した会社側が書く書類です。必ず会社側に書いていただきましょう。
社判が押してあるか必ず確認しましょう。

17　勤務先 ※ (2)及び(3)については，主たる勤務場所の所在地及び電話番号を記載すること。

  Place of employment For sub-items (2) and (3), give the address and telephone number of your principal place of employment.

(1)名称
hcnarb fo emaNemaN

号番話電)3(地在所)2(
A .oN enohpeleTsserdd

18　最終学歴 Education (last school or institution)
□ 大学院 （博士） □ 大学院 （修士） □ 大学 □ 短期大学 □ 専門学校

Doctor Master Bachelor Junior college College of technology
□ 高等学校 □ 中学校 □ その他（ ）

Senior high school Junior high school Others
(1)学校名 (2)卒業年月

Name of school Date of graduation

19　専攻・専門分野 Major field of study
（18で大学院（博士）～短期大学の場合）

□ 法学 □ 経済学 □ 政治学 □ 商学 □ 経営学 □ 文学
Law Economics Politics Commercial science Business administration Literature

□ 語学 □ 社会学 □ 歴史学 □ 心理学 □ 教育学 □ 芸術学
Linguistics Sociology History Psychology Education Science of art

□ その他人文・社会科学 （ ） □ 理学 □ 化学 □ 工学
gnireenignEyrtsimehCecneicS)ecneics laicos / larutluc(srehtO

□ 農学 □ 水産学 □ 薬学 □ 医学 □ 歯学
Agriculture Fisheries Pharmacy Medicine Dentistry

□ その他自然科学 （ ） □ 体育学 □ その他 （ ）
srehtOecneics stropS)ecneics larutan(srehtO

（18で専門学校の場合） (Check one of the followings when your answer to the question 18 is college of technology)
□ 工業 □ 農業 □ 医療・衛生 □ 教育・社会福祉 □ 法律

Engineering Agriculture Medical services / Hygienics Education / Social Welfare Law
□ 商業実務 □ 服飾・家政 □ 文化・教養 □ その他 （ ）
Practical Commercial Business Dress design / Home economics Culture / Education Others

20　情報処理技術者資格又は試験合格の有無 （情報処理業務従事者のみ記入）
Do you have any qualifications for information processing or have you passed the certifying examination? 
(when you are engaged in information processing)
（資格名又は試験名）
  Name of the qualification or certifying examination

21　職　歴 Employment history

22　代理人（法定代理人による申請の場合に記入） Legal representative (in case of legal representative)
係関のと人本)2(名　氏)1(

ihsnoitaleRemaN p with the applicant
(3)住　所

Address
号番話電帯携号番話電

Telep .oN enohP ralulleC.oN enoh

年 月 日
Year Month Day

※　取次者 Agent or other authorized person
所　住)2(名　氏)1(

sserddAemaN
(3)所属機関等（親族等については，本人との関係） 電話番号

Telephone No.

申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合，申請人（法定代理人）が変更箇所を訂正し，署名すること。

Attention In cases where descriptions have changed after filling in this application form up until submission of this application,  the applicant
(legal representative) must correct the part concerned and sign their name.

I hereby declare that the statement given above is true and correct.

月
Month

Organization to which the agent belongs (in case of a relative, relationship with the applicant)

申請人（法定代理人）の署名／申請書作成年月日 Signature of the applicant (legal representative) / Date of filling in this form 

注 意

以 上 の 記 載 内 容 は 事 実 と 相 違 あ り ま せ ん 。

Year Month Employment history Year Month Employment history
年 月 職　　　　歴 年 月 職　　　　歴

有 ・ 無
Yes  / No

年
Year

在留期間更新・在留資格変更用

(Check one of  the followings when your answer to the question 18 is from doctor to junior college)

申請人等作成用 ２　　Ｎ　（「高度専門職（１号イ・ロ）」・「高度専門職（2号）」・「研究」・「技術・人文知識・国際業務」・「技能」・

支店・事業所名

「特定活動（研究活動等）」）                                                 （変更申請の場合のみ）

For extension or change of statusFor applicant, part 2  N ("Highly Skilled Professional(i)(a/b)" / "Highly Skilled Professional(ii)"（only in cases of change of status） /
 "Researcher" /  "Engineer /  Specialist in Humanities / International Services" / "Skilled Labor"/  "Designated Activities(Researcher or IT engineer of a designated organization)")

　

別記第三十号様式（第二十条関係）
申請人等作成用 １ 日本国政府法務省

    For applicant, part 1 Ministry of Justice,Government of Japan

入国管理局長　　殿　　
To the Director General of Regional Immigration Bureau

日日月年生　2域　地・籍　国　1
yaDhtrib fo etaDnoigeR/ytilanoitaN

Family name Given name

3　氏　名
Name 

無有の者偶配　6地生出　5女・男別　性　4
Sex Male/Female sutats latiraMhtrib fo ecalP

地住居るけおに国本　8業　職　7
Occup tic/nwot emoHnoita y

9　住居地
Address in Japan

号番話電帯携号番話電
.oN enohp ralulleC.oN enohpeleT 

日限期効有)2(号　番)1(券旅　01
yaDnoitaripxe fo etaDrebmuN tropssaP  

間期留在格資留在るす有に現　11
 yats fo doirePecnediser fo sutatS  

日日了満の間期留在 
yaDnoitaripxe fo etaD  

12　在留カード番号
   Residence card number

13　希望する在留資格
   Desired status of residence
 在留期間 （審査の結果によって希望の期間とならない場合があります。）

   Period of stay  ( It may not be as desired after examination.)

14　変更の理由
   Reason for change of status of residence

15　犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 （日本国外におけるものを含む。） Criminal record (in Japan / overseas)
有 （具体的内容 ） ・ 無
Yes  ( Detail: ) /  No

16　在日親族（父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など）及び同居者
   Family in Japan(Father, Mother, Spouse, Son, Daughter, Brother, Sister or others) or co-residents

※

（注） 裏面参照の上，申請に必要な書類を作成して下さい。　Note : Please fill in forms required for application. (See notes on reverse side.)

Month
月

Married / Single

年
Month

Pursuant to the provisions of Paragraph 2 of Article 20 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act,
I hereby apply for a change of status of residence.

出入国管理及び難民認定法第２０条第２項の規定に基づき，次のとおり在留資格の変更を申請します。

16については，記載欄が不足する場合は別紙に記入して添付すること。　なお,「研修」，「技能実習」に係る申請の場合は記載不要です。

Regarding item 16, if there is not enough space in the given columns to write in all of your family in Japan, fill in and attach a separate sheet.
In addition, take note that you are not required to fill in item 16 for applications pertaining to “Trainee” or “Technical Intern Training”.

MonthYear

Relationship Name Date of birth

特別永住者証明書番号

Residing with
applicant or not Place of employment/ school

Special Permanent Resident Certificate number

勤務先・通学先
在 留 カ ー ド 番 号

Residence card number
Nationality/Region

はい・いいえ

はい・いいえ
Yes / No

Yes / No

はい・いいえ

Yes / No

Yes / No

Yes / No

はい・いいえ

はい・いいえ

Yes / No
はい・いいえ

氏　名

在 留 資 格 変 更 許 可 申 請 書
APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE

生年月日 国　籍・地　域

Year

同　居

月

有 ・ 無

Year
年

月年

続　柄

写 真

Photo

For organization, part 2  N ("Highly Skilled Professional(i)(a/b)" / "Highly Skilled Professional(ii)" （only in cases of change of status ） /

8　派遣先等 （2 (2)で人材派遣を選択した場合に記入）
Company to be dispatched (in case that the answer to the question 2-(2) is dispatch of personnel)
※ (3)については，主たる勤務場所の所在地及び電話番号を記載すること。

For sub-items (3), give the address and telephone number of your principal place of employment.

所業事・店支称名)1( 名
hcnarb fo emaNemaN

(2)事業内容
【 □ 一般機械 □ 電機 □ 通信機 □ 自動車 □ 鉄鋼 □ 化学

Manufacturing Machinery Electrical machinery Telecommunication Automobile Steel Chemistry
□ 繊維 □ 食品 □ その他 （ ） 】

Textile Food Others
【 □ 航空 □ 海運 □ 旅行業 □ その他 （ ） 】

Transportation Airline Shipping Travel agency Others
【 □ 銀行 □ 保険 □ 証券 □ その他 （ ） 】

Finance Banking Insurance Security Others
【 □ 貿易 □ その他 （ ） 】

Commerce Trade Others
【 □ 大学 □ 高校 □ 語学学校 □ その他 （ ） 】

Education University Senior high school Language school Others
【 □ 通信 □ 新聞 □ 放送 □ その他 （ ） 】

Journalism News agency Newspaper Broadcasting Others
□ 建設 □ コンピュータ関連サービス □ 広告 □ ホテル

letoHgnisitrevdAsecivres retupmoCnoitcurtsnoC
□ 料理店 □ 出版 □ 調査研究 □ 農林水産

Restaurant Publishing Research Agriculture / Forestry / Fishery
□ 不動産 □ ）（ 他のそ

Real estate Others
(3)所在地

Address

電話番号
Telephone No.

円金本資)4(
neYlatipaC

円）度年近直（高上売間年)5(
A neY)raey tsetal( selas launn

(6)派遣予定期間
Period of dispatch

以上の記載内容は事実と相違ありません。 I hereby declare that the statement given above is true and correct.
勤務先又は所属機関名，代表者氏名の記名及び押印／申請書作成年月日
Name of the organization and representative, and official seal of the organization 　／　Date of filling in this form

印 年 月 日
Seal Year Month Day

注意 Attention
申請書作成後申請までに記載内容に変更が生じた場合，所属機関等が変更箇所を訂正し，押印すること。
In cases where descriptions have changed after filling in this application form up until submission of this application,  the organization must 
correct the part concerned and press its seal on the correction.

金融保険

報 道

製 造

運 輸

所属機関等作成用 ２　　Ｎ　（「高度専門職（１号イ・ロ）」・「高度専門職（2号）」・「研究」・「技術・人文知識・国際業務」・「技能」・

商 業

For extension or change of status
「特定活動（研究活動等）」）   　　　　　　　　　　　　　　　　　（変更申請の場合のみ）

 "Researcher" /  "Engineer /  Specialist in Humanities / International Services" / "Skilled Labor"/  "Designated Activities(Researcher or IT engineer of a designated organization)")

在留期間更新・在留資格変更用

教 育
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1　雇用又は招へいしている外国人の氏名及び在留カード番号
Name and residence card number of foreign national being offered employment or an invitation

号番ドーカ留在)2(名 氏)1(
rebmun drac ecnediseRemaN

2　勤務先 Place of employment

名所業事・店支称名)1(
hcnarb fo emaNemaN

(2)事業内容 Type of work
【 □ 一般機械 □ 電機 □ 通信機 □ 自動車 □ 鉄鋼 □ 化学

Manufacturing Machinery Electrical machinery Telecommunication Automobile Steel Chemistry
□ 繊維 □ 食品 □ その他 （ ） 】

Textile Food Others
【 □ 航空 □ 海運 □ 旅行業 □ その他 （ ） 】

Transportation Airline Shipping Travel agency Others
金融保険 【 □ 銀行 □ 保険 □ 証券 □ その他 （ ） 】
Finance Banking Insurance Security Others

【 □ 貿易 □ その他 （ ） 】
Commerce Trade Others

【 □ 大学 □ 高校 □ 語学学校 □ その他 （ ） 】
Education University Senior high school Language school Others

【 □ 通信 □ 新聞 □ 放送 □ その他 （ ） 】
Journalism News agency Newspaper Broadcasting Others
□ 建設 □ コンピュータ関連サービス □ 人材派遣 □ 広告

Construction Computer services Dispatch of personnel Advertising
□ ホテル □ 料理店 □ 医療 □ 出版 □ 調査研究

Hotel Restaurant Medical services Publishing Research
□ 農林水産 □ 不動産 □ その他（ ）

Agriculture / Forestry /Others Real estate Others
(3)所在地

Address
電話番号
Telephone No.

円金本資)4(
neYlatipaC

円）度年近直（高上売間年)5(
neY)raey tsetal( selas launnA
数員職人国外)7(数員業従)6(

Number of employees 名 Number of foreign employees 名

3　就労予定期間
Period of work

（円）額払支の前き引税（酬報・与給　4 □ 年額　□ 月額 ）
ylhtnoMlaunnAneY)sexat erofeb tnemyap fo tnuoma( draweR/yralaS

5　実務経験年数 年 6　職務上の地位
noitisoP)s(raeYecneirepxe ssenisuB

7　職務内容 Type of work
□ 販売・営業 □ 翻訳・通訳 □ コピーライティング □ 海外業務

Sales / Business Translation / Interpretation Copywriting Overseas business
□ 設計 □ 広報・宣伝 □ 調査研究

hcraeseRyticilbuPngiseD
□ 技術開発（情報処理分野） □ 技術開発（情報処理分野以外）

Technological development (information processing) Technological development (excluding information processing)
□ 貿易業務 □ 国際金融 □ 法律業務 □ 会計業務

Trading business International finance Legal business Accounting
□ 教育 □ 報道 □ 調理 □ その他 ( )

srehtOgnikooCmsilanruoJnoitacudE

※(3)，(6)及び(7)については，主たる勤務場所について記載すること。　For sub-items (3), (6) and (7) give the address and telephone number of
    employees of your principal place of employment.
※国・地方公共団体，独立行政法人，公益財団・社団法人その他非営利法人の場合は(4)及び(5)の記載は不要。　In cases of a national
   or local government, incorporated administrative agency, public interest incorporated association or foundation or some other nonprofit corporation,
   you are not required to fill in sub-items (4) and (5).

所属機関等作成用 １　　Ｎ　（「高度専門職（１号イ・ロ）」・「高度専門職（2号）」・「研究」・「技術・人文知識・国際業務」・「技能」・

For extension or change of statusFor organization, part 1  N ("Highly Skilled Professional(i)(a/b)" / "Highly Skilled Professional(ii)"(only in cases of change of status) /
「特定活動（研究活動等）」）   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（変更申請の場合のみ）

 "Researcher" /  "Engineer /  Specialist in Humanities / International Services" / "Skilled Labor"/  "Designated Activities(Researcher or IT engineer of a designated organization)")  

報 道

製 造

運 輸

商 業

教 育

在留期間更新・在留資格変更用

第4章：日本式就活情報　①留学生ゆえに必要な情報
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就職活動
お役立ちサイト一覧

第4章：日本式就活情報　③お役立ち情報

留学生雇用サポート

就職活動の情報だけではなく、
留学生の就職内定後の情報までの情報を掲載

◆独立行政法人日本学生支援機構　
http://www.jasso.go.jp/gakusei/career/event/index.html

◆外国人雇用サービスセンター（東京）　https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/
　新宿、名古屋、大阪センターあり。サイトからリンク

就職活動情報サイト

■資料請求、エントリーシートの提出は
　以下のサイトを通して行う企業が多いので、登録は必須

■大手企業から中小企業まで幅広く展開

　リクナビ　http://www.rikunabi.com/

　マイナビ　https://job.mynavi.jp/

　キャリタス就活　https://job.career-tasu.jp/　

■留学生を対象にした就職情報サイト

　マイナビ(国際派)　　http://global.mynavi.jp/

■その他書類手続き

　入国管理局　　http://www.immi-moj.go.jp/
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Dragon Gate：外国人留学生のための就職情報メディア

■ Dragon Gate のコンテンツ

何でも相談できる「就職相談」（エントリーシート・履歴書の添削や面接の練習など）

外国人留学生の求人情報

外国人留学生のための採用イベント

先輩外国人社員のインタビュー

Dragon Gateは外国人留学生のための就職情報メディアです。
外国人留学生の就職活動に役立つ内容を発信しています。

■ Dragon Gate からのメッセージ
Dragon Gateでは、みなさまの日本での留学生活
をより充実したものにし、また就職活動でも日本
の優良企業と出会えるよう応援していきたいと考
えています。
日本の就職活動はとても複雑で難しく、毎年多くの
外国人留学生が悩み苦しんでいます。
Dragon Gateを活用して、少しでも有利に就職活
動を進めて下さい。

会社概要　　
株式会社フューチャー・デザイン・ラボ
［  設　立  ］ 2007年8月31日　
［所  在  地］ 〒105-0003  東京都中央区八丁堀3-16-6東八重洲プレイス3階
　　　　    【TEL】03-6222-9856 　【FAX】03-6222-9856
　　　　　URL : www.futuredesignlab.jp
［営業時間］ 09:30～19:00 （平日）
［事業内容］ 採用コンサルティング、組織活性化コンサルティング、
　　　　　 大学生キャリア支援プログラム（外国人留学生キャリア支援）、
　　　　　 外国人留学生特化の就職情報メディア Dragon Gate（ドラゴンゲート）

■ Dragon Gate へアクセス

http://www.dragongate-career.jp/
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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成都」、「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。） 

PAC テンプレート 

A5 タテ（148mm×210mm）表面 

天 

地 

121 

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 

■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） 

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 
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『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7地域（札幌、仙台、首都圏、名古屋、大阪、京都、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：九州支所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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共立財団の紹介 

 

お問合せ：京都支所075-221-3635 
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＜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 

成都大原日本語学校 

（成都委託事務所） 

中華人民共和国 

〒610-000 四川省成都市青羊区西御街8号 西御大厦A座15楼 

TEL:028-8613-4443  

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.101c, St.36sony, SangkatTekThla, KhanSenSok, PhnomPenh City 

TEL: 077-777-604    

(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 

(URL) atozlanguage.com 
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