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日本で就職を希望する留学生のみなさんへ

留学生のみなさん、こんにちは。

わたしたち一般財団法人共立国際交流奨学財団は、設立以来、アジア諸国の留学生
に対して、日本およびアジアを中心として全世界の発展のために貢献のできる人材の
育成を目的として、奨学金支給をはじめとしたいろいろな支援事業を展開してきまし
た。これからは、今まで以上に就職支援事業にもちからを入れて行きたいと思ってい
ます。
みなさんの能力を日本で発揮しませんか !

日本はあらゆる面で世界をリードしている国ということは、みなさんすでに知っていま
すね。それが留学を希望された一つの理由かもしれません。
しかし、いま全世界において、経済や企業のグローバル化推進に伴い、その影響で人
材確保をはじめとするさまざまな競争が激しくなっています。

日本は素早く対応し国の発展のために、留学生や外国の方々を積極的に受け入れて、
人材活用したいと考えています。特に、多くの企業は社内のグローバル化、ダイバーシ
ティを推進し、より一層の発展のためにみなさんの能力を必要としているのです。

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。
就職が決まるまでには日本特有の就職活動というものがあり、そのステップを踏まな
ければなりません。
自国で就職する場合とは異なっていて、いろいろな疑問や壁が待ち構えているで
しょう。

そのことを最初に理解し、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、数多く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、先輩たちが証明してくれています。

わたしたちの就職支援事業の一環として、留学生のための就職ガイドブック「共立・
桜」をみなさんにお届けしています。

この「共立・桜」は、夢と希望にあふれて日本に来られ日本で就職を希望する留
学生のみなさんのために、就職に対する心構えや就職活動をわかりやすく解説
した就職ガイドブックです。
就職活動の全体像や重要なポイントの解説に加えて、各ページ下にある「はみだ
しコメント」には、載せきれなかった多くのリアルな声をご紹介しています。

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。

わたしたちはみなさんを応援しています！

一般財団法人共立国際交流奨学財団
株式会社フューチャー・デザイン・ラボ

Jobtopia事業部

ご挨拶

■ なぜみなさんの就職支援をするのか？ ■ 「共立・桜」とは
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なぜ本書はスケジュール①（1年～2年）があるのでしょうか。それは、この時期を上手く
使うことが就職活動にとても有利だからです。学業やアルバイトもあり、就職なんてまだ
先だと思うかもしれませんが、資格を取ったりインターンシップを受けたりするのは、この
時期に済ませておきましょう。

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①（1年～2年）

大学1年前期 大学1年後期 大学2年前期 大学2年後期 大学3年前期 大学3年後期

日本語検定（N1）・日本語ビジネス検定（J1）・TOEIC

インターンシップ

自己分析・業界研究・企業研究

修士  1年

■ 理由
資格試験はできるだけ早く受けましょう。
メリットは２つ。１つは、不合格の場合、そ
の後にまだ受験する余裕があるからです。
2つ目は、「日本に来て間もないのに合格
した」（だから努力家で優秀である）という、
企業に対してアピールになるからです。

インターンシップは社会経験ができると
いう観点で就職活動にとても有意義。この
経験が、このあとの自己分析や企業研究に
役立つので、3年生になる前に終わらせて
おきましょう。また、外資系希望の人はイ
ンターンシップが重視される場合もあるの
で、早めにチェックしましょう。

■ 理由
自己分析や企業研究はとても時間がかかります。どの企業を志望
するかはこの作業なくしては決められません。自分は何の仕事を
したいのか、エントリーが始まる前までに終わらせておく必要が
あります。また、自分の分析を友人や先輩などに見てもらって意見
をもらうことも重要。そのため早めに着手しましょう。

就職活動は、ESを書いたり説明会にいくことだけではありません。資格を取る、インターン
シップ経験することも大切な就活。3年生になってからでは時間がないので、1年、2年の
うちに終わらせましょう。修士の人は忙しいですが、1年のうちにできるだけ進めましょう。

1年生や2年生のうちは、アルバイトやサークル活動など、または友達と遊んだりしていて
「就職活動は3年になってからでいいや」と思いがちですが慌てて準備すると中身の薄いも
のになりがち。余裕を持ってスタートすることをおすすめします。（中国／メーカー）

OB

OG

■ 理由
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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

2020年 2021年

■2021年3月卒業の方 ■2022年3月卒業の方

内定式 入社式

※2020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。

2022年3月卒業の方

VISA申請

2022年3月卒業の方

2022年3月卒業の方





9,884 

5,615 

3,753 

2,717 
1,865 

1,805 

1,790 
1,463 

1,357 

1,249 

10,376 

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

設計

技術開発（情報処理分野以外）

広報・宣伝

教育

会計業務

 その他

24,188 

560

538 246
410

技術・人文知識・国際業務

経営・管理

教授

医療

その他

2,876 

2,827 

1,674 

1,621 

1,458 

1,055 

967 

932 

887 737 

19,432 

コンピュー関連サービス

商業（貿易）

飲食業

ホテル

教育

建設

一般機械

電機

食品

運輸

その他

中国, 10,886 

ベトナム, 5,244 

ネパール, 2,934 

韓国, 1,575 

台湾, 1,065 

スリランカ, 432 

インドネシア, 362 

ミャンマー, 348 

フィリピン, 319 
タイ, 298 

その他, 

2,479 

合計　25,942人

合計　34,466人

合計　41,874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（2013年～2018年）。数字が大きい分野は留学生を積極的に
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。

※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。

※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（2019年）より

国 2013 2014 2015 2016 2017 2018

中国 7,637 8,347 9,847 11,039 10,326 10,886

ベトナム 424 611 1,153 2,488 4,633 5,244

ネパール 293 278 503 1,167 2,026 2,934

韓国 1,227 1,234 1,288 1,422 1,487 1,575

台湾 360 514 649 689 810 1,065

スリランカ 95 87 121 177 242 432

インドネシア 111 124 147 214 253 362

ミャンマー 122 129 160 183 212 348

フィリピン 41 65 126 168 230 319

タイ 167 171 200 238 239 298

その他 1,170 1,398 1,463 1,650 1,961 2,479

合計 11,647 12,958 15,657 19,435 22,419 25,942





東京　雪子
トウキョウ   　ユキコ

○○○○○○@yahoo.co.jp

※ 中国

第2章：実践&ノウハウ編

エントリーシートサンプル

1

11

12

13

2

4 3

6

7

8

9

5

10

1 日付けは記入日ではなく、提出日を記入。

2「ふりがな」と書いてあれば平仮名で、
「フリガナ」と書いてあればカタカナで記入。

3 写真はスピード写真ではなく、写真屋さんなどで
撮影したものを。もちろんスーツ着用で。

4 住所は都道府県から書き、番地や建物名も正式に表記。

5 企業から連絡が入るので、携帯電話の番号は必ず
記入。また、メールアドレスは携帯メールではなく
PCメールアドレスを記入。

9 趣味・特技欄もできるだけたくさん記入を。
面接時に話がふくらむ場合も。

11 志望動機は具体的に記入。なぜこの企業に興味を
持ったか、「きっかけ」から記入しても（P36はみだし
コラム参照）。企業の理念や事業内容を理解して
いることや、そこで自分がどのように活躍できる
のかを明確に書くと伝わりやすい内容に。

13 学生時代にしてきたこともかなりの企業で聞か
れる内容。質問の内容を理解し、具体的に記入を。
この場合、「目標を立て、挑戦したものは何か」と
いう質問なので、「どんな目標を立て」「何に挑戦
したか」を書く必要があります。

12 自分の強みは自己分析から必ず把握しておくこと。
面接でも聞かれる頻度が高い。「経験」「学んだこと」
「成功例」「評価されたポイント」などを整理して、
分かりやすく記入を。

10 アルバイト、インターンシップ歴の社名なども正式
名称で。具体的にどんな業務を行ったかも記入を。

6 ゼミや卒論のテーマは具体的に。

8 資格名は正式名称で記入。

7 部活、サークル、入賞歴などは具体的に。
自分がどのような役割だったかも記入して
おくと、企業も興味をもちやすい。

18 19

中国

中国語

2020年 3月 1日現在

1997年12月26日

2021



第2章：実践&ノウハウ編

履歴書サンプル

1 日付けは記入日ではなく、提出日を記入。

2「ふりがな」と書いてあれば平仮名で、
「フリガナ」と書いてあればカタカナで記入。

3 写真はスピード写真ではなく、写真屋さんなどで
撮影したものを。もちろんスーツ着用で。

4

住所は都道府県から書き、番地や建物名も正式に表記。5

企業から連絡が入るので、携帯電話の番号は必ず
記入。また、メールアドレスは携帯メールではなく
PCメールアドレスを記入。

21

2020年 3月 1日現在

年
2015年4月～2016年3月

2015年

1

2

3

5

4

9 奨学金・表彰、課外活動も別枠にしてしっかり
アピールを。

11 趣味、特技はできるだけ記入を。面接時に盛り
上がる場合も。

10 自己PR、コミュニケーション能力、学生時代に力を
入れたこと、志望動機は具体的に語れるように
整理しておく。なるべく２ページに収める。企業にもっと
自己PRしたい時には、将来の夢、（その企業で
その夢がどのように叶えるのかが大事）をいれておく。
その場合、3ページのオリジナルフォーマットでも
他の人との違いをアピールできるのでおすすめ。

6 企業が知りたいことなので、言語スキル欄は別に
作って分かりやすく目立たせる

8 免許・資格欄には点数の欄も追加。免許・資格名は
正式名称で記入を。

7 アルバイト、インターンシップ欄も別枠に。社名なども
正式名称で。具体的にどんな業務を行ったかも記入を。

6

7

8

9

（オリジナルフォーマットを作ろう）
履歴書

10

11

1997年12月26日（満23歳）

20















34 35
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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

志望する企業が留学生を採用する意思があるのか、情報を入手するのはなかなか大変
ですが、人事部に直接電話で聞いたり、OBOGに聞いたり、HPからの情報だけでなく、
積極的に聞いた方がいいと思います。（中国／メーカー）

海外との取引がないなど、外国人の強みを生かせない企業はビザが下りない可能性が
あるので、企業の業務内容、海外との取引状況、海外拠点など、事前に確認を。また、特定
の国籍しか採用しない場合もあるのでよく確認を。

本誌編集部による企業へのインタビューから推測すると、留学生採用にあたり大学のターゲティングは
特になく、文系・理系の採用意志もどちらも変わらないという印象。つまり、きちんと準備を進めてきた留
学生には広くチャンスがある、ということになります。第3章では、留学生採用希望の企業をご紹介しま
す。興味がある企業があったら、採用担当者またはJobtopiaへ連絡し応募の意思を伝えましょう。

「企業研究をしっかりすれば、その企業がイメージと異なる業務を行っている場合も。新たな分野で採用予定の
企業も多いです」（環境ビジネス）
「OEMの場合、会社の知名度は低くても最高の技術力を誇る企業も。入社時に知識はなくとも、しっかりした
研修で技術が身に付くので、興味があればエントリーを」（精密機械）
「海外拠点増加に伴い、留学生の力を必要としています。特に、営業パワーを期待して採用予定です」（住宅）
「女性のキャリアプランを支援する企業も増えています。結婚、出産を経てもサポート体制がしっかりあり、
キャリアアップを視野に入れて就活してください」（化粧品）
「新興国への販売網強化、生産ライン強化など生活家電市場はグローバル化に積極的。また、高機能商品開発
研究なども需要のある分野です」（電気）

今、成長している分野はどこなのか、大量採用の予定がありそうか、海外に目を向けて
いるかなど、各業界の採用動向を知ることも、内定を取るための重要なステップ。ここでは
各業界の採用担当のコメントをご紹介します。また、日経新聞や業界新聞などは、つねに
新しい分析や情報を得られるので、読む習慣を。

■ メーカー ： 新規事業などで雇用拡大

「商社機能に留まらず、新しいビジネスモデルを構築し、ワンストップサービスを行う商社も増えてきているので、
柔軟な視点で検討してみては」（健康関連専門商社）
「ライフスタイルの変化に伴い、これまでにない商品やサービスが求められています。地方での採用も増えて
います」（生活関連専門商社）
「高齢化は大きなマーケット。医療関係は成長分野です」（医療機器商社）
「健康志向の高まりで様々なビジネスが必要とされています。専門商社をよく研究すると、成長企業に出会えま
す」（スポーツ関連商社）

■ 商社 ： 新しいビジネスモデルに需要増

「ゆくゆくは本社での業務を視野に入れ、現場での経験が必要な小売りは、新卒採用に積極的といえます」
（小売りチェーン）
「新しいビジネスモデルなど、若い感性を必要としている分野も。生活に根差したビジネスに興味があれば、
積極応募を！」（小売り）

■ 流通・小売り ： 大量採用も視野に

「医療・福祉分野は大量採用の可能性があります。高齢化に伴い、人手不足のジャンルとも言えます。人を支え
る仕事に使命をもって、トライしてほしいです」（介護サービス）
「フードサービスも増加傾向。ライフスタイルの変化もひとつの要因です。サービス業は現場での経験を積む
仕事なので、入社後の現場仕事も粘り強く頑張っていただきたい」（食品関連）

■ サービス ： 特定ジャンルで大幅増

「インターネットの普及に伴い新商品の開発や営業などで積極採用をする企業も」（保険）
「外資系はスタートが早いので早めの準備を」（銀行）
「高齢化に伴い、年金や信託、保険などの顧客獲得で営業力は必要としています」（保険）

■ 金融 ： 保険や中小企業で積極採用傾向

「生活の中で関わりのある企業が多いので、企業イメージをしやすいはず。アルバイトから経験してみたと
いう採用者も多いです」（外食チェーン）
「海外への展開も視野に入れているので、留学生の採用も検討しています。自国とのマッチングに活躍して
いただきたいです」（外食チェーン）
「日本のサービスを世界に広めるために、将来現地のリーダーになってくれる人材として外国人留学生を積
極的に採用しています」（外食チェーン）

■ 飲食 ： 学歴・国籍不問で外国人を多く採用している

「学生の質を問うのはどの業界でも同じですが、IT系は能力という意味で、比較的その傾向が高いでしょう。理
系の学生はぜひ積極的に」（インターネット関連）
「業界全体的にプログラマーは需要があります。一からの教育体制も整っているので、文系でも応募可能です」
（ソフトウェア）
「社名としてはあまり知られていないBtoB企業はかなり大規模な事業展開をしていることも。システム開発な
ど、業界研究を深堀りしてみては」（システム開発）
「セキュリティー分野は成長市場と言えるでしょう。システム開発、ソフトウエア開発、新しいビジネスモデルの
構築など、活躍の場は多いと思います」（ソフトウエア）

■ IT ： 積極採用なるも、質重視傾向

採用人数を現状維持、または増やすという企業が増加傾向で、就活生にとってはいい状況にあります。また、
説明会を積極的に行うという企業も増加傾向。P23でも紹介しましたが、説明会は応募の意志を持って参加しま
しょう。また、「採用予定通りの内定を出せなかった」という企業の声も。これは、予定枠に対し、採用レベルを
満たす学生が少なかった、ということで、逆に言えばそこには「空席がある」ということ。自分のレベルを上げて
いけば、内定のチャンスは増えるということです。

■ 全体

「健康志向の高まりで様々なビジネスが必要とされています。専門商社をよく研究すると、成長企業に出会
えます」（スポーツ関連商社）
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＊データ作成時のご注意＊
透過性・影・ぼかし・パターン・グラデーション等の効果は、ご使用にならないようお願いいたしま
す。
これらの効果は印刷には不適切なため、画面上ではきれいに見えますが、弊社で印刷用のデータに変
換する際にお客様の意図しない仕上がりになってしまう可能性がございます。
（詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。）

テンプレート

タテ（ × ）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 
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 1986/8/1 
資本金 1億円 

従業員数 480名 

事業内容 

東京・大阪において大手通信事業者向けに通信ネットワークの運用・保守・監視業務を
実施し、設計・構築業務も行います。また、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（2021年4月入社予定/既卒の方はご相談） 
募集職種 ネットワークエンジニア、サーバエンジニア（未経験者可）
勤務地 東京・大阪 

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。 

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。 

留学生の採用予定人数 条件に合えば特に制限はありません 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 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N2以上 その他言語 TOEIC700以上 

その他スキル・資格 ネットワーク、IT関連資格保持者を歓迎します
応募方法・選考の流

れ 当社HPより応募⇒麺悦2回⇒内定 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID KS2001 リンクQR

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（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 
問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

アットホーム株式会社
企業情報 

本社住所 
〒144−0056 
 東京都大田区西六郷4-34-12 

設立 1967/12/1 

資本金 1億円 

従業員数 1,504名（男922名、女582名） 
（2019年10月末現在） 

事業内容 

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
57,000店の加盟不動産会社や住まい探しをする消費者へ、不動産情報を提供するとい
うサービスを行っています。  日本中の不動産物件情報を早く、正確に配信するための
ITシステムを自社で独自開発、運用しています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

中国、韓国、インドネシア、ベトナム出身の10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（2021年4月入社予定/既卒の方はご相談） 
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 

◆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。

留学生の採用予定人数 3名程度 雇用形態 正社員 

給与 【月収】194,000円～ 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能
力 N1以上 その他言

語 不問 

その他スキル・資格 

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→エントリー
シート・webテスト→一次面接→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。

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID ks2002 リンクQR 

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

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 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・申込 TEL: 03-3580-7122  /  mail jinji@athome.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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社アミューズ 
企業情報 

本社住所 東京都渋谷区桜丘町20番1号 
設立 1978/10/16 

資本金 15億8782万5000円 
従業員数 430人名（2019年3月末） 

事業内容 

アーティストマネージメントを中心に「感動だけが、人の心を撃ち抜ける」という想い
のもと様々なコンテンツを提供してきました。価値観の多様化をはじめ環境の変化が著
しい中、総合エンターテインメント企業としてこれまでの枠に捉われない発想でコンテ
ンツを創り、発信し、多様な人生を彩る文化を世界中に展開しています。

外国人社員の 
採用実績・活躍 

外国籍の社員10名（中国、韓国、アメリカ、イギリス）※2019年3月時点 
2019年度新卒採用実績1名 
海外でのビジネス展開にも注力しており、グローバルに活躍できる方のご応募を 
お待ちしております。 

募集情報（2021年4月入社予定） 
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、動画配信サービスの企画・運営

・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

・ライツマネージメント
権利保有楽曲の管理、使用許諾、印税分配・計算

・コーポレート
経営企画、広報・IR、法務、経理、財務、総務、人事、IT企画 他

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 初任給 年俸300万円 

学歴要件 特になし 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル その他言語 ビジネスレベル 

その他スキル・資格 特になし 

応募方法・選考の流れ Entry → 選考（複数回） → 内定 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID ks2003 

応募者用連絡先 saiyo@amuse.co.jp 
インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 実施予定なし 

問い合わせ・申込 

リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

イオングループ
企業情報 

本社住所 千葉県千葉市美浜区中瀬1－5－1 

設立 1758年 
資本金 2,200憶700万円 

従業員数 約58万名(グループ連結2019年
2月時点) 

事業内容 

イオンは、世界14カ国、国内外300社以上の企業で構成された企業集団です。
小売をはじめ、ディベロッパー、金融、サービスなど、多様な事業が有機的に結びつき
シナジーを創出しながら、グループとして高い相乗効果を発揮しています。
それぞれ独自の専門性を活かしながらも「お客さま第一」という一つの理念を共有し
「ONE AEON」として革新に挑み続けています。
【グループ事業】
GMS（総合スーパー）事業 / SM（スーパーマーケット）事業 / ヘルス＆ウエルネス事
業/総合金融事業 / ディベロッパー事業 / サービス・専門店事業 / 国際事業 / 機能会
社・その他

外国人社員の 
採用実績・活躍 ※グループ企業によって異なります。詳細は各社ＨＰ等をご参照ください。

募集情報（随時） 
募集職種 ※グループ各社によって様々な職種がございます。
勤務地 ※入社する企業によって異なります。

仕事内容 

《グループ企業一例》 
●イオンディライト株式会社
◆事業：ＩＦＭ（インテグレーテッド・ファシリティマネジメント）
◆仕事内容（総合職）：ファシリティに関わる業務全般を経験して頂いた後、チーフ、
センター長、支店長、支社長、部長等に昇格し、マネジメント業務を担当いただきます。

●イオンフィナンシャルサービス（株）【傘下各社合同採用】
◆事業：決済事業、銀行事業、保険代理店事業、個品割賦事業、海外事業など
◆仕事内容（総合職）：マーケティング、営業企画、各種営業、営業教育、コールセン
ター、システム、店舗企画、海外事業などを担当いただきます。

●株式会社イオンファンタジー
◆事業内容：レジャー・アミューズメント業
◆仕事内容（総合職）：店舗スタッフ、ストアマネジャー代行を経てマネジメント業務、
海外担当、本部スタッフを担当いただきます。

そのほかの企業についてはグループ採用サイトからご確認いただけます。 
http://www.aeon.info/recruit/ 

留学生の採用予定人数 ※グループ企業によって異なります。 雇用形態 ※グループ企業によって異なります。 
給与 ※グループ企業によって異なります。詳細は各社ＨＰ等をご参照ください。

学歴要件 ※グループ企業によって異なります。詳細は各社ＨＰ等をご参照ください。
言語条件 日本語能力 ※グループ企業によって異なります。その他言語 ※グループ企業によって異なります。 

その他スキル・資格 ※グループ企業によって異なります。

応募方法・選考の流
れ 

グループ採用ホームページからエントリーしてください : 
http://www.aeon.info/recruit/ 

応募者用連絡先 ※応募するグループ企業の連絡先をご参照ください。

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 学年・学部・専攻などは限定しません。採用サイトにて随時日程が更新となります。 

問い合わせ・申込 
http://www.aeon.info/recruit/ 
イオン株式会社 人材育成部インターンシップ担当
Mail：aeon-internship@email.aeon.biz



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社石井 
企業情報 

本社住所 〒 762-0011  
香川県坂出市江尻町 1721 10 

設立 昭和50年 

資本金 3,000万円 

従業員数 30人 

事業内容 

株式会社石井は土木工事業、建築工事業、とび土工コンクリート事業、舗装業、水道施設
工事業、宅建取引業、損保業と幅広い営業を展開する総合デベロッパーです。 
【土木工事業・建築工事業】 
下記のような幅広い建築工事の施工管理を行施工管理を行っています。 
・公共工事（道路・河川・橋梁・護岸・池など）
・民間工事（一般住宅や公共施設、テナントビル・農地造成・太陽光発電造成・外構工事
など）

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定） 
募集職種 土木・建築技術者 
勤務地 本社 

仕事内容 

STEP１）入社後、当面１～２年の仕事 
土木・建築工事の基本を学ぶ 
■現場監督のサポートとして従事する。基礎的な土木・建築用語を覚え、施工技術を習得
し、通常業務が出来る多能工（マルチプレイヤー）を目指します。また、将来に向けた土
木・建築施工管理技士取得の為、勉強を行います。
STEP２）入社後、５～６年の仕事
現場監督として、自立して現場を施工する
■一つの現場を着工から竣工までの総合的な管理を行い、2 級土木・建築施工管理技士の
取得を目指します。
STEP３）入社後、１０年の仕事
現場統括者として、複数の現場を管理し、新規社員を指導する。
■複数の現場を統括的な管理（施工・品質・工程・安全・労務）を行い、１級土木・建築
施工管理技士の取得を目指します。

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 200,000円～ 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル その他言語 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ HPからエントリー→書類選考→面接 

応募者用連絡先 TELL:0877-45-0141 / HP：http://kk-ishii.jp/index.html 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 
問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

HL株式会社 
企業情報 

本社住所 神奈川県川崎市川崎区東田町9-6 
加瀬ビル １01 4階 

設立 2013年5月 
資本金 6000千万円 

従業員数 128人（2019年8月時点） 

事業内容 

検索エンジンの開発・運営【KinWork キンワーク】 
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
人工知能開発センター（2025年予定）

外国人社員の 
採用実績・活躍 

現在外国籍の社員100名 
昨年度採用実績約45名 
中国・台湾・ベトナム・韓国など外国人の先輩達が活躍しております。 

募集情報（2021年4月入社予定） 
募集職種 システムエンジニア/営業/人事
勤務地 川崎本社・大阪支店、又はプロジェクト先（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

留学生の採用予定人数 営業・人事職…2名 
エンジニア職…50名 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～)

学歴要件 エンジニア：日本でIT情報に関する専門学校卒、もしくは母国または日本で大卒以上/
営業、人事：日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N1相当レベル その他言語 人事の場合Ｎ1+TOEIC730点以上 
その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ 【応 募 方 法】採用担当：山﨑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→面接最低２回→内定 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID ks2005 

応募者用連絡先 採用担当：山﨑宛にメールもしくは電話にて承ります。 
電話：044-280－7361 メール：jinji＠hl-soft.co.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 無 
問い合わせ・申込 無 

リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社エーピーコミュニケーションズ 
企業情報 

本社住所 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 
神田徳力ビル3F 

設立 1995年11月16日 
資本金 92,500,000円 

従業員数 376名 

事業内容 

国内有数の大規模ネットワーク、サーバ設備を扱いながら、IT事業者様（SIer・キャリ
ア・メーカー・ISP・情報システム企業等）向けに、コンサルティング、プロジェクト管
理、設計・構築・システム開発～運用、保守といった、上流から下流までの工程を請け
負っています。
エンジニアを中心に据えたサービスやソリューションの開発・提供を行い、また、日々
の業務を通じてシステムの運用効率化・最適化やコスト削減のため、改善提案を実施し、
時として通常のコンサルよりも踏み込んだご提案を行い、企業やサービスを支えていま
す。

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定）  
募集職種 
勤務地 本社または、東京都23区内を中心としたクライアント先 

仕事内容 

■インフラエンジニア
ネットワーク、サーバのコンサルティング、および設計・構築から運用業務までを行っ
ていただきます。文理問わず募集をしています。入社後は約三カ月の研修を受けていた
だくので、技術スキル・基本的な技術資格を習得することができます。研修終了後は、
適性と本人の希望を考慮のうえ初期配属がされ、その後、OJTにて経験とスキルを深め
て、三年後を目安に一人前のエンジニアとして活躍いただけます。

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 
給与 年収 2,800,000 円 - 3,300,000円/年1回インセンティブ支給 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 
言語条件 日本語能力 Ｎ1程度 その他言語 

その他スキル・資格 学部・学科不問 
応募方法・選考の流れ Jobtopiaからエントリー→書類選考→面接（2回）→内定 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID Ks2006 

応募者用連絡先 
インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）

対象・受入れ時期 
問い合わせ・申込 

リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社エクス・アドメディア 
企業情報 

本社住所 埼玉県さいたま市南区内谷5-20-15 
設立 1986年 

資本金 10,000,000円 
従業員数 76人 

事業内容 

日本国内またはベトナムのクライアントを対象に以下のような事業を行っています。 
・展示会
ブースや舞台のデザイン、製作、運営、宣伝広告
・店舗内装、ショールームやディスプレイの施工、またそれに伴う什器製作（ショー
ケース・棚など）
・大道具 舞台美術～ステージ、スタジオセット、ロケセット
・レンタル イベントや舞台などで使うパネルや幕、備品など

外国人社員の 
採用実績・活躍 

国内…ベトナム国籍の方が7名在籍中。そのほか、外国籍の人が複数働いています。 
ベトナム…ホーチミンのオフィスにベトナム国籍3名日本人3名で働いています。 

募集情報（2021年4月入社予定） 
募集職種 ①デザイン ②制作

勤務地 本社 

仕事内容 

①デザイン課
出展する企業や自治体・団体の要望や予算に合わせて、当日のイベントに出展するブー
スや内装のデザインを担当。
営業担当がクライアントからの要望をヒアリングしてくるので、それをもとにデザイン、
設計。イベントブースは立体構造物ですので、平面デザイン、空間や立体デザイナー、
建築デザイナーの経験のある方も歓迎です。様々な媒体や制作物を手掛けてきた方には
経験を活かしていただけるチャンスがあります。
②制作課
イベントや展示会で使われるブースや構造物の製作。
例えば大きなモニュメントや、面白い形をした展示ブース、目を引く奇抜なデザインな
ど、クライアントのイメージを実際に形にするポジションで、様々な立体構造物を製作
していきます。未経験でも大丈夫ですが、美術大学や芸術系専門学校、建築デザインな
どを専攻した方は特に歓迎です。

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 運転免許を持っている人    : 226,364円 / 月～ 
運転免許を持っていない人 : 215,939円 / 月～ 

学歴要件 学歴不問 

言語条件 日本語能力 日本語能力N2程度 その他言語 

その他スキル・資格 デザイナー希望の方はPhotoshop/illustrator/vectorworksなど使えるかた歓迎 

応募方法・選考の流れ 書類選考→グループディスカッション→面接・適性検査 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID ks2007

応募者用連絡先 Jobtopiaよりエントリーください。 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

エステー株式会社
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 948名 / 単体 435名 
（2019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：10名（うち、2020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、海外事業や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（2021年4月入社予定） 

募集職種 
【技術系】研究／商品開発／生産技術 【事務系】総合／IT／財務 
※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、イタリア 他 

仕事内容 

【技術系】 
・研究 ：薬剤の処方検討／性能評価／基礎研究 
・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／売り場実現 
・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） 
・購買 ：原料・資材・仕入品の国内外からの調達 
・法務 ：契約検討・管理／知的財産管理／コンプライアンス活動 
・人事 ：労務管理／採用／教育研修／人事評価／各種制度検討 
・ＩＴ ：基幹システム開発／ネットワーク・ＯＡ機器運用管理 
・財務 ：経理業務統括／資金収支管理／税務 
※代表的な仕事内容を記載しています

留学生の採用予定人数 未定 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 （2019年4月実績） 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル その他言語 英語能力 日常会話レベル歓迎 

その他スキル・資格 

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。 
https://www.st-c.co.jp/recruit/graduates/index.html 
＜選考の流れ＞書類選考→面接数回→内定 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID リンクQR

応募者用連絡先 saiyo@st-c.co.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 実施なし 

問い合わせ・申込 

ks2008



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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NTQジャパン 

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 45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（2021年4月入社予定） 

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

留学生の採用予定人数 5～10名 雇用形態 正社員 

給与 年収350万～450万 

学歴要件 日本で専門学校卒以上 

言語条件 日本語能力 Ｎ3，Ｎ2程度 その他言語 ベトナム語ネイティブレベル 

その他スキル・資格 

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。 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID ks2009

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

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

（化学） 

大塚化学株式会社 
企業情報 

本社住所 
〒540-0021  
大阪市中央区大手通3丁目2番27号 

設立 1950年8月29日 
資本金 50憶 

従業員数 1927名 

事業内容 

大塚化学の化学品事業は、ヒドラジン関連事業、材料事業、ファイン事業を中心とし、
「自動車」「電気・電子」「住宅」「医療」等の幅広い分野へ、グローバルに製品を提
供しています。 
素材を核とし、常に技術革新しながら、顧客と共に「健康で豊な暮らし」を社会にもた
らす創造的な製品づくりを目指しています。 
大塚化学では20年以上前から積極的にグローバル展開を行っています。1988年韓国にヒ
ドラジンを製造販売する会社を設立して以来、インドネシア、スペイン、中国、インド、
米国と拡充し、現在では海外7カ国・地域に広がりました。海外における事業展開はます
ます重要になっています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 研究・技術職 / 品質管理・保証職 / 営業職：学部問わず 

勤務地 
研究・技術職、品質管理・保証職：徳島（研究開発本部、技術開発部、品質保証部） 
営業職：東京本部もしくは大阪本社 

仕事内容 

研究開発職（医薬品） 
□探索・基礎研究（医薬品）
・臨床栄養製品・代謝性疾患／合併症治療薬、感染症(菌・ウィルス）予防薬、
再生医療・細胞治療製品の研究。
・申請用試験の実施（効力・性能、安全性、代謝動態の検証）および申請資料の作成。
□製剤研究（医薬品）
・製剤化研究：添加剤、製造方法等を検討し最適な製剤処方を確立.
・製造方法の検討、工業化検討：工場で医薬品を効率的かつ安定に製造する方法を確立。 
□品質管理
・原料受入から製品出荷後までの品質管理業務。
・海外工場の品質管理・技術支援。

営業職 
□MR（医薬情報担当者）
医薬品の適正使用のために、医師、薬剤師、看護師等の医療従事者と面談し、医薬品の
品質、有効性、安全性に関する情報の提供、収集、伝達。

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 
博士了：基本給25万5000円 / 修士了：基本給22万7000円 / 
大学卒：基本給21万5000円 

学歴要件 

研究・技術職：大学院修士課程または博士課程を修了見込みの方 
薬学、理学、工学、農学系で、化学・材料・機械等を専攻としている方 
営業職：大学院修士課程または博士課程を修了見込みの方/学部・専攻問わず 
品質管理・保証職： 
2020年3月大学卒業見込み、大学院修士課程または博士課程を修了見込みの方 
薬学系、化学系、生物系、農学系等を専攻としている方 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル その他言語 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ 
リクナビからエントリー → 書類選考 → 一次面接・適性検査 → 二次面接・交流会
→ 役員面接→内定

応募者用連絡先 TEL:06-6946-1588 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 
問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

オリックス株式会社
企業情報 

本社住所 
東京都港区浜松町2-4-1 
世界貿易センタービル 

設立 1964年 

資本金 
2兆9620億7300万円 
（2019年09月時点） 

従業員数 
31,658名 名（グループ全体）
(2019年09月時点) 

事業内容 

法人金融サービス、メンテナンスリース、不動産、事業投資、リテール、海外の事業セ
グメントが独自の強みを発揮しながら互いに結びつき、グループの広い顧客基盤と情報
を共有することで相乗効果を生み出しています。日本および世界各国と地域で事業を展
開しており、海外でも強固なネットワークと顧客基盤を築いています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

多数あり 

募集情報（2021年4月入社予定）  

募集職種 総合職 

勤務地 全国型/国内外の各事業所、地域限定型/首都圏・近畿圏の各事業所 

仕事内容 
オリックスのあらゆる部門で企画・立案し、それらを具現化する基幹業務を担います。
お客さまのニーズを把握し、プランを創造・実行する仕事です。

留学生の採用予定人数 未定 雇用形態 正社員 

給与 23.2万円～ 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N1 その他言語 英語、中国語など 

その他スキル・資格 特にありません。 

応募方法・選考の流れ Jobtopiaからエントリー⇒適性検査⇒面接 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID ks2010

応募者用連絡先 TEL：03-3435-3140 / mail : orix_saiyo@orix.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 現在申し込みは終了しています。 

問い合わせ・申込 https://orix-group.saiyo.jp/2021/ 

リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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KADOKAWA 
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 1954/4/2 
資本金 206億円 

従業員数 
1495名 
（2019年12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22名（中国13名、ブラジル1名、シンガポール1名、韓国2名、台湾4
名、オーストラリア1名） 
2017年度採用実績10名、2018年度採用実績5名、2019年度採用実績3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（2021年4月入社予定） 

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  

留学生の採用予定数 特段の採用枠は設けておりません。 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） 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 目安としてN2以上 その他言語 不問 

その他スキル・資格 - 

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 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID リンクQR

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（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 予定なし 

問い合わせ・申込 -

ks2011



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

兼松株式会社 

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：765名 連結：6,915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、2020年度採用1名（入社予定） 

募集情報（2021年4月入社予定） 

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、東京で勤務し転居を伴う勤務地の異動はない。

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！ 

留学生の採用予定数 未定 雇用形態 正社員 

給与 
＜初任給＞ 
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

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル その他言語 ビジネスレベル 

その他スキル・資格 無し 

応募方法・選考の流れ 
ナビサイト/採用HPよりエントリー
書類選考の後、複数回面接。

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID ks2012 リンクQR

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（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 既に申し込み終了 

問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社ガリレオ 

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（2021年4月入社予定） 

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 specialise 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. 

留学生の採用予定人数 5名程度 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 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 Ｎ2程度 その他言語 ビジネスレベル 

その他スキル・資格 

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）

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID ks2013 リンク

/QR

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

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社カンデオ・ホスピタリティー・マネジメント 
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7階

設立 2005年7月 

資本金 100,000,000円 

従業員数 380名、うち100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、100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。

募集情報（2021年4月入社予定）  

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 

■チェックイン業務
まずはお客さまに笑顔でご挨拶。宿泊者カードに記入いただき、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／お食事やドリンクの配置 など

留学生の採用予定人数 20名以上 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 

学歴要件 とくになし 

言語条件 日本語能力 N1程度 その他言語 英語：ビジネスレベル必須 

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

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

リンク
/QR

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

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 通年（時期は調整の上、決定するためお問い合わせください。） 

問い合わせ・申込 TEL:03-6435-6577/Mail:recruit@candeo-hotels.com 

ks2014



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

キープランナー株式会社

企業情報 

本社住所 
神奈川県横浜市神奈川区泉町１－３大関ビ
ル１階

設立 2009年 

資本金 3,000千円 

従業員数 10人 

事業内容 

■防総合防犯設備業
防犯カメラ取付、それに伴う配線・配管工事。 入退室管理システムの設計・施工、そ
れに伴う配線・配管工事。
マンション等のオートロックシステム及びインターホンの設計・施工、それに伴う配
線・配管工事。

外国人社員の 
採用実績・活躍 

現在３年目を迎える２４才の社員１名在籍中です。 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 電気工事士 

勤務地 東京都 

仕事内容 
現場にて、配線・配管工事を習得。 防犯システム全般の学習。 防犯設備機器の結線
及び取付。現場ゆくゆくは管理者になってもらい、現場リーダーとして活躍していただ
きたい。 職人としてスキルアップをしていただきたいと考えています。  

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 専門学校卒：200,000円 大学卒：220,000円 

学歴要件 母国または日本で専門学校以上(機械・電気・電子） 

言語条件 日本語能力 日常会話レベル その他言語 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ 電話または、HPのお問い合わせよりご連絡ください。 

応募者用連絡先 
TEL:045-326-2469 
HP：http://www.key-planner.com/career 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 未定 

問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社キタムラ 

企業情報 

本社住所 
〒222－0033 
神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-1  
日本生命新横浜ビル7F 

設立 1943年 

資本金 1億円 

従業員数 
従業者数 7,096名 うち、社員1,871
名 ※2019年3月末現在 

事業内容 

1.「カメラのキタムラ」の運営
2.子ども写真館「スタジオマリオ」の運営
3.Eコマース事業
4.アップル製品 サービス事業
5.リユース事業
6.証明写真スタジオの運営
7.モバイル事業
8.フォトカルチャー事業

外国人社員の 
採用実績・活躍 

2019年度 中国籍3名内定 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 接客販売スタッフ（店長候補） 

勤務地 全国47都道府県の各事業所 

仕事内容 

入社後まずは、接客販売スタッフ（店長候補）として、"思い出を未来に刻む仕事″"思い
出をプロデュースする仕事″とはどういうものかを経験し、活躍して頂きます。その後の
キャリアステップとして、エリアを統括するリーダーとしての道、もしくは部署の異動
も含めバイヤー、企画、マーケティング、販促、人事、情報システムなど、幅広く活躍
できます。尚、一部最初の配属部署が本部勤務となる方は、数ヶ月の店舗実習を要しま
す。

留学生の採用予定人数 未定 雇用形態 正社員 

給与 大卒/月給 200,510円 / 大学院卒/月給 208,510円 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N2以上 その他言語 中国語 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ 
HPよりエントリー→会社説明会→▽一次選考 （グループ面接） 
→二次選考 （適性検査 SPI）→三次選考 （個人面接）→最終選考 （個人面接）

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

リンク
/QR

応募者用連絡先 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2015



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社共立メンテナンス（ホテルドーミーイン・共立リゾート） 
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9月 

資本金 

従業員数 
5081名（連結） 
＊2019年3月31日現在 

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54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（2021年4月入社予定/既卒の方はご相談） 

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  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

留学生の採用予定人数 約60名 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～

学歴要件 日本で専門学校卒以上 

言語条件 日本語能力 日本語能力試験N2相当 その他言語 特になし 

その他スキル・資格 特になし 

応募方法・選考の流れ 『マイナビ2021』よりエントリーお願いいたします。 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

リンク
/QR

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

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 2021年3月卒業予定学生様・随時開催中 

問い合わせ・申込 人事部採用チーム・リクナビ／マイナビ 

ks2016



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社クロスランゲージ 
企業情報 

本社住所 
東京都千代田区紀尾井町3-6 
紀尾井町パークビル2F 

設立 1998年5月 
資本金 100,000千円 

従業員数 50人（2019年12月時点） 

事業内容 

 ≪Mission≫ 
私たちは言葉の壁をなくし、多文化が共生する社会を創りあげます。 

機械翻訳やAIをはじめとしたテクノロジーを用いて、クライアントのグローバル化を 
サポートします。
●翻訳・通訳事業 翻訳システム企画・開発・販売、辞書構築・言語解析調査
●プロモーション事業 カスタマーサポート事業

外国人社員の 
採用実績・活躍 

現在外国籍の従業員5名 
翻訳関連業務、エンジニア職と様々な職種で活躍しており、今後も積極的に採用を 
行っていく予定です。 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 翻訳コーディネーター職 / エンジニア職/新事業プランナー 
勤務地 東京本社 

仕事内容 

【翻訳コーディネーター職】 
お客様から依頼を受けた翻訳案件に対する以下の業務。 
■お客様の要件把握■翻訳対象の文字カウント等費用見積り■翻訳者の選定■案件スケ
ジュール管理■翻訳者への作業指示書の作成■品質管理 (訳漏れや誤訳検出等)
【エンジニア職】
弊社の主力事業である「機械翻訳」に関わるシステム開発・運用・保守業務。
■大手企業400社以上が利用する翻訳Webサービスの開発及び保守
■機械翻訳サービスの翻訳サーバーのソフトウェア開発
【新事業プランナー】
新事業の企画推進
■外国人材活用・外国人材採用支援サービス
■クラウド機械学習サービスを利用した多言語対応支援サービス
■外国人インバウンド観光客対応支援サービス
■インバウンドの分野のオンライン通訳・通訳機など活用した多言語応対支援などで
日本を世界にアピールするソリューション
■多文化共生の地域づくりおよび外国人住民支援サービス

留学生の採用予定人数 

翻訳コーディネーター職…2名  
エンジニア職…3名
新事業プランナー…1名

雇用形態 正社員 

給与 200,000円/月～ ※別途、残業代全額支給・通勤手当支給 
学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N1以上または同程度の日本語能力 その他言語 

その他スキル・資格 エンジニア職の場合、C++またはJavaまたはPHPの経験がある方

応募方法・選考の流れ 
recruit@crosslanguage.co.jp  宛にメールにて履歴書送付 → 書類選考 → 
一次面接 → 二次面接 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID ks2017

応募者用連絡先 TEL：03-5215-7640 / mail：recruit@crosslanguage.co.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 
問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 
企業情報 

本社住所 
東京都新宿区百人町2-8-15 
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) 

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、合格実
績は業界No.1を誇り、中国人留学生の国内シェア率は50%と業界トップ。
■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による指導。
■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。
■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、学生管理等の職種で活躍中。 

募集情報（2021年4月入社予定） 

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・学習指導
【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
【その他】
・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・進路指導 )。
・問い合わせ者対応など
※各ポジションの詳しい仕事内容はJobtopiaからご確認ください。

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 契約社員 
（二年目より正社員登用有） 

給与 月給:25万円（授業手当制度有） 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N2相当以上 その他言語 不問 

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

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID ks2018 リンク

/QR

応募者用連絡先 recruit@koyo-mail.com 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 対象：中国籍  2020年3月～（応相談） 

問い合わせ・申込 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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

コンピュータマインド株式会社
企業情報 

本社住所 
〒216-0033 
神奈川県川崎市宮前区宮崎2-10-9 

設立 1978年3月30日 

資本金 3,500万円 

従業員数 27名 

事業内容 

当社は、情報システム開発・テクニカルサポート・パソコン教室サービス・新エネル
ギー事業を展開しています。世界の変化に適切かつ素早く対応し、人と社会に貢献する
企業を目指します。 

事業内容 
・メディア系テクニカルサポート
・システム開発業務（通信系システム開発、Mobile端末向けアプリケーション開発等）

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 システムエンジニア、プログラマ、ネットワークエンジニア等IT技術者
勤務地 東京都杉並区・港区 、沖縄県那覇市 

仕事内容 

新聞系開発グループは、新聞制作作システムのサーバや選挙システムの開発およびイン
フラ構築を実施しています。
・新聞制作システムサーバ開発

新聞制作システムに入稿される記事や画像をデータベースに格納し自動組版を実施し
ます。また、新聞紙面を作成する編集レイアウト端末からのデータを制御します。新聞
制作を行うための組版サーバの開発・保守を行っています。 
・選挙システム開発

選挙システムは、国政選挙や各自治体等の通信社からの選挙データを新聞掲載用に自
動組版します。この選挙システムの開発・保守を行っています。 
・インフラ構築

新聞制作システム等を含むシステムが動作するように、サーバ，端末やネットワーク
機器などの設置，ソフトウェアの導入，設定などを行っています。 

テクニカルサポートグループは、新聞テクニカルサポートセンターを開設し、当社が携
わった新聞制作システムの保守・運用支援を実施しています。 全国の新聞社様からの
技術的な問い合わせや障害発生の連絡に対し適切な対処を行いスムーズな新聞の発行を
サポートします。

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 月給  185,000円 （残業代別支給） 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 その他言語

その他スキル・資格 C、JAVA等の言語での開発、ネットワーク構築、運用支援経験者 優遇 

応募方法・選考の流れ 書類選考 → 筆記試験・適性検査・面接 

応募者用連絡先 TEL:044-856-9922 / mail:saityo18@cmind.co.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

N2ていど



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

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 

弊社は漢方の製薬会社で、漢方の考え方に基づき、1974年に開発した年齢肌専用の基礎
化粧品「ドモホルンリンクル」を2011年から海外で販売しており、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。 
接客の仕事で主に活躍をしております。 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 お客様プリーザー職（接客） 

勤務地 熊本県上益城郡益城町寺中1363-1 

仕事内容 

【お客様プリーザー職】 
台湾・タイ・中国・香港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お
客様のお肌のカウンセリングやご注文を承る仕事です。お客様一人ひとりの立場になり
きって考え、現地の言葉で対応する仕事です。 

留学生の採用予定数 お客様プリーザー職（接客）10名程度 雇用形態 正社員 

給与 200,000円 

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）  

言語条件 日本語能力 N3以上 その他言語 母国語ネイティブ 

その他スキル・資格 不問 

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。 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID リンクQR

応募者用連絡先 担当 佐藤：m.satou@saishunkan.co.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2019



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

サイバネットシステム株式会社
企業情報 

本社住所 
東京都千代田区神田練塀町三番地富士ソフ
トビル

設立 1985 

資本金 995,000千円 

従業員数 366 

事業内容 

構造解析、制御設計、熱流体解析、光学設計、照明設計、音響解析、数式処理、シミュ
レーション言語、汎用可視化処理、医療画像処理等、多岐にわたるCAEソフトウェア、
イノベーション支援ソフトウェア、ならびにホストアクセス・ネットワークセキュリ
ティ、クライアント・セキュリティ、IT資産／デスクトップ管理、PC業務・パフォーマ
ンス改善等のソフトウェアの販売・開発と各種セミナーをはじめとするユーザー教育、
技術サポート等

外国人社員の 
採用実績・活躍 

新卒採用者：3名、 中途採用者：9名 
国籍：韓国、中国、フラン、ベルギー、スリランカ、インドネシア、トルコなど 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 技術職 

勤務地 本社 

仕事内容 

担当製品について下記のような業務に対応頂きます 
プリセールス：顧客の課題をヒアリングし、製品デモンストレーションやベンチマーク
テスト・提案資料などを通じてサイバネットが取扱うソリューションでの解決方法を提
示します。
サポート：導入頂いたソリューションの円滑な運用を支援するため、導入時コンサルや
運用時における課題解等のサポート業務を行います。
マーケティング支援：サイバネットのソリューションを広く認知頂く活動として、技術
セミナーの企画や実施、展示会準備やブースでの説明等を行います。

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 大卒：月給227,000円 / 大学院卒：月給237,000円 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N2以上 その他言語 英語ができると尚可 

その他スキル・資格 理系学部専攻の方 

応募方法・選考の流れ 説明会兼一次面接/適性試験→最終面接 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2020 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

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 
5,322名（2019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 

現在グループの外国籍の社員約200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）
不動産の運営管理や、企画・研究・ホテルスタッフ・清掃スタッフなど、幅広い職種で
活躍しています。

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 株式会社ザイマックスアルファ（グループ総合職） 

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。  

留学生の採用予定人数 数名程度 雇用形態 正社員 

給与 大学院卒：230,000円 大卒：221,000円 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N2 その他言語 不問 

その他スキル・資格 問いません 

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

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 
TEL：03-5544-6650  /  Mail：xymax-newgrad@xymax.co.jp 
（ザイマックスグループ採用担当） 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）

対象・受入れ時期 対象：大学3年、修士１年  2019年8月~2020年1月 （1dayインターンシップ） 

問い合わせ・申込 TEL：03-5544-6650  /  Mail：xymax-newgrad@xymax.co.jp 

ks2021 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）表面

天

地

23 

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 
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9月11日 

資本金 100,000（千円） 

従業員数 1800人（2019年10月時点） 

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、フィットネス事業
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 

現在外国籍の社員6名（中国5名、インドネシア1名） 
営業、経理、海外事業部、ホテル事業、企画など様々な職種で活躍しております。 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 総合職 

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。

留学生の採用予定数 未定 雇用形態 正社員 

給与 事業会社によって異なる 

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 

言語条件 日本語能力 N1以上 その他言語 不問 

その他スキル・資格 不問 

応募方法・選考の流れ 
マイナビよりエントリー→会社説明会参加→人事面談（適性検査）→面接（複数回）
→ 内定

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID リンクQR

応募者用連絡先 TEL : 03-6895-7735  /  mail : saiyo-hd@sanko-soflan.co.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 対象：大学１年~３年生、修士１年  ２０２０年８月~９月 （応相談） 

問い合わせ・申込 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@fdl.ne.jp 

ks2022



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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
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（2021年4月入社予定） 

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

留学生の採用予定人数 10名程度 雇用形態 正社員・契約社員 

給与 大学卒：188,000円 

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 

言語条件 日本語能力 N2相当以上 その他言語 あれば尚可 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ 直接応募⇒面接（２回）⇒内定（予定） 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

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（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2023 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

GWG Teachers株式会社 
企業情報 

本社住所 東京都港区麻布台3丁目1番5号 

設立 2018年5月25日 

資本金 26,000,000円 

従業員数 30名 

事業内容 

私たち「GWG Teachers」は、「子どもたちの未来を拓く鍵となる」を掲げ、 
英語教育を通して社会に貢献していきます。  

◆事業内容
・講師派遣及び紹介
・講師の教育及び研修
・講師の生活支援業務
・留学ビザの取得代行
・国際教育プログラム販売代行業務

外国人社員の 
採用実績・活躍 

現在外国籍の社員30名 
（アメリカ・オーストラリア・オランダ・フィリピン・中国 他）
英語指導者として各社で活躍しております。

募集情報（随時） 

募集職種 英会話講師 

勤務地 東京都・神奈川県・埼玉県 

仕事内容 

◆仕事内容
・プリスクールでの英語指導及びお子様対応
・学童内での英会話指導
・オンラインでの英会話指導
・英語指導におけるカリキュラム制作

◆こんな方におすすめ！
・人と接することや、子どもが好きな方
・英語が使える仕事に就きたいと考えている方大歓迎です。外国人が多い楽しい職場

です。

留学生の採用予定人数 未定 雇用形態 正社員・業務委託 

給与 正社員：月給22万円～ 

学歴要件 特になし 

言語条件 日本語能力 特になし その他言語 特になし 

その他スキル・資格 特になし 

応募方法・選考の流れ 
GWG Teachers Webサイト→ 会社説明会 → 適性検査→ 一次面接 → 二次面接 
問い合わせ先：GWG Teachers 担当：箕田✉ sayoko.minoda@gsacademy.com 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 Jobtopiaスタッフまでご相談ください。 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 対象：大学１年~３年生、修士１年  ２０２０年８月~９月 （応相談） 

問い合わせ・申込 
開催時期未定につきメールにてお問い合わせください。  
GWG Teachers 担当：箕田✉ sayoko.minoda@gsacademy.com 

ks2024 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）表面

天

地

株式会社シーマイクロ 

企業情報 

本社住所 香川県高松市林町269-1 

設立 1994年1月 

資本金 1,500万円 

従業員数 40名 

事業内容 

製品の品質を守るために、人の目で判断がつかないような微細な特徴を見つけ出すカメ
ラを造っています。
□ 外観検査用カメラ

高精細、高信頼性で大手メーカー様に採用いただき２０年。
□ ３Ｄ計測カメラ

自動車ボディの微細なキズ検査等、立体物の外観検査に使われています。

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 開発エンジニア 

勤務地 香川県(本社)、神奈川県横浜市 

仕事内容 

■ハードウェア開発
産業用電子機器の仕様検討から回路設計およびFPGAの論理設計、デバッグなどを経て
試作品の製作・評価を行います。
■ソフトウェア開発
CPU組込ソフトの設計、画像処理アルゴリズムの検討などに関し、製品の仕様検討から
設計、コーディング・デバッグまでハードウェア担当者と協力しながら担当します。
■機構設計
カメラ筐体、鏡筒（光学）、装置メカ機構の仕様検討・設計を行います。

いずれも、製品の企画段階から携わり、お客様とひざを突き合わせて真の要望を聴き出
し、ニーズに応えた世界品質のモノづくりを担当いただきます。 

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 
大学院卒 月給 203,100円（2019年4月実績） 
大卒  月給 193,700円（2019年4月実績） 
高専・専門卒 月給 190,600円（2019年4月実績） 

学歴要件 母国で大学卒業または日本で専門学校卒業以上 

言語条件 
日本語能

力 
ビジネスレベル その他言語 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ 説明会→適性検査（SPI、小論文など）→面接→内々定 

応募者用連絡先 TEL：087-869-8310（代） 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 
企業情報 

本社住所 東京都江東区新木場1-7-22 

設立 
創業1937年10月 
設立1949年2月15日 

資本金 31億9,575万7,500円 

従業員数 2,896名(連結・2019年3月現在) 

事業内容 

2019年に創業82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 

2015年 5名 / 2016年 1名 / 2017年 1名 / 2018年 2名 / 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（2021年4月入社予定） 

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。

留学生の採用予定人数 若干名（毎年採用実績あり） 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） 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N1相当 その他言語 不問 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ まずは、マイナビ2021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（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 対象：大学３年生、修士１年 

問い合わせ・申込 マイナビ2021よりエントリーの上、会社説明会へお越しください。



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社システックエンジニアリング 

企業情報 

本社住所 
東京都新宿区神楽坂6-42 
神楽坂喜多川ビル8階 

設立 2004年7月16日 

資本金 5,000万円 

従業員数 94名 

事業内容 

・送電線の建設に関わる工事全般
・送電線のメンテナンス
各地で発電された電気を皆さんの下へお届けする電気の通り道「送電線」と
それを支える「鉄塔」の建設・メンテナンスを行っています。

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 送電線・鉄塔建設プロジェクトの施工管理 

勤務地 
関東一円（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県） 
※事業所は東京都、埼玉県、千葉県、茨城県となりますが、

プロジェクト現場が関東一円にあり、各現場での勤務を行っていただきます。

仕事内容 

送電線等の鉄塔構造物を建てるというプロジェクトの管理者になっていただきます。 
実際の工事作業を行うのではなく、現場の職人さんたちをマネジメントする 
お仕事です。数億円単位の大きな案件を安心・安全に遂行するためのプロジェクトマネ
ジメントを行います。 
また、その後のキャリアとして、新たな技術の開発や安全環境の専門家になど、様々な
道があります。 

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 193,000円～ 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 （土木・建築・電気など専攻の方） 

言語条件 日本語能力 N2 その他言語 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ HPよりエントリー→一次面接→二次面接→最終面接→内定 

応募者用連絡先 
採用専用窓口:03-6407-8305 
E-mail:systec-eng@jyounetsu.co.jp

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 
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 195,000千円 

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（2021年4月入社予定） 

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

留学生の採用予定人数 5名程度 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） 

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 

言語条件 日本語能力 N1程度 その他言語 ビジネスレベル 

その他スキル・資格 

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

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 Jobtopiaスタッフ宛 TEL:03-6222-9855 / mail:jobtopia@futuredesitnlab.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2025 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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・不産動 交通・運輸 その他 

新英興業株式会社 

企業情報 

本社住所 
〒114-0023  
東京都北区滝野川5-5-5 

設立 1975年11月19日 

資本金 95,000,000円 

従業員数 41名 

事業内容 

・建築工事の請負
・建築物の設計及び監理
・リフォーム、インテリア工事
・建築資材の販売及び建設機械器具の賃貸
・介護付き有料老人ホーム事業及び通所介護事業
・前記各号に付帯する一切の業務

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 施工管理 

勤務地 本社 

仕事内容 
協力業者との打ち合わせから工程・安全・品質の管理、現場作業の進捗状況の確認、協
力業者と連携を取り工程の促進、現場内外の整理整頓と点検・管理、現場事務所にて現
場管理の書類作成 

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 180,000円～ 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 (土木系学部専攻の方歓迎） 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル その他言語 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ 本社住所まで履歴書を送付ください→書類選考→面接（複数回） 

応募者用連絡先 TEL 03(3916)7111 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

新川産業株式会社 

企業情報 

本社住所 
〒762-0003  
香川県坂出市久米町２丁目５－２４ 

設立 昭和39年8月3日 

資本金 3,500万円 

従業員数 15名 

事業内容 

土木工事（道路、河川、港湾、土地造成、水路等）に関する調査、企画、施工、監理を
行っています。 

土木構造物は、全て「一点もの」です。 
毎回違う環境の中、安全、技術、品質、工程、コスト、環境などのトータルマネジメン
トを行い、
良い「ものづくり」を通じて、顧客の信頼に応えることを目指します。

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 土木技術職（建設工事における施工管理、設計、積算、技術開 

勤務地 香川県内（主に坂出市内、近隣市町） 

仕事内容 

掘削、型枠組立、コンクリート打設など基礎となる現場作業や簡単な測量など、現場の
実技経験を積みます。 
また、各種作業の技能講習等を受講し、重機オペレーターや溶接作業など、スキルアッ
プしていきます。 
その後先輩技術者とともに、現場作業、測量、監督補助実務経験を積みながら、国家資
格（１級・２級土木施工管理技士）の取得を目指します。国家資格取得後は、主に技術
者として施工管理業務をご担当していただきます。 
パソコンを使用したデスクワークもあります。 
施工管理とは、適正な技術と資材で、経済的かつ安全に工事を完成できるよう施工の指
揮・管理・監督を行う仕事です。 

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 基本給 190,000円＋諸手当 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル その他言語 

その他スキル・資格 土木または建築系の学部出身者 

応募方法・選考の流れ 
電話または会社HPより、エントリー希望とご連絡ください。 
書類選考の上、面接させていただきます。 

応募者用連絡先 
TEL:0877－45－6419 
HP:http://www.shinkawa-s.co.jp/recruit.html 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

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 

ベトナム国籍の方が在籍中です。 

募集情報（2021年4月/既卒の方は随時入社可能） 

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。

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 20万円～35万円 

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 

言語条件 日本語能力 N2程度 その他言語 

その他スキル・資格 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 

応募方法・選考の流れ Jobtopiaよりエントリー→書類選考→面接（複数回） 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 2020年8月ごろ/2021年3月ごろを予定しています 

問い合わせ・申込 TEL：03-6222-9855/mail：staff@dragongate.jpn.com (jobtoppiaスタッフまで) 

ks2026 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 
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 51名 

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（2021年4月入社予定） 

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。

留学生の採用予定人数 3名程度 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） 

学歴要件 母国または日本で大学卒業以上 

言語条件 日本語能力 N1 その他言語 貿易担当：TOEIC800以上 

その他スキル・資格 

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 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 TEL:03-3638-6911 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2027 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

センコー株式会社
企業情報 

本社住所 
（東京本社）東京都江東区潮見2-8-10 
（大阪本社）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（2021年4月入社予定）  

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。

留学生の採用予定人数 未定 雇用形態 正社員 

給与 全国型：月給220,400円／エリア型：月給207,400円 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 Ｎ1以上 その他言語 条件なし 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ 
マイナビ2021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。

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

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（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2028 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社ダイセル 

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9月8日 

資本金 362億7,544万89円 

従業員数 連結 12,319名 単体 2,421名 

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（2021年4月入社予定） 

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 

留学生の採用予定人数 数名 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 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

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

その他スキル・資格 

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） 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

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（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 実施時期にマイナビで案内します。 

問い合わせ・申込 TEL: 06-7639-7121（人事グループ代表） / mail: shinsotsu@jp.daicel.com 

ks2029 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

太陽工機株式会社 

企業情報 

本社住所 新潟県長岡市西陵町221番35 

設立 1986年3月14日 

資本金 7億32万8,200円 

従業員数 255名 

事業内容 
「立形研削盤」を始めとする各種研削盤（工作機械）の企画、開発、設計、製造、組立、
販売、アフターサービスを行っています。 
海外へも積極的に展開中です！ 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 
■機械設計技術職（開発、カスタム設計）
■電気設計技術職（電気設計）
■機械製造技術職（研削技術）

勤務地 
本社・工場：新潟（長岡） 
営業所  ：埼玉（大宮）、愛知（名古屋）、大阪（吹田） 

仕事内容 

■機械設計技術職（開発、カスタム設計）
開発部門は、まず機械の機能・性能・サイズ等の仕様を検討しつつ構想設計（概要設
計）を行います。
仕様決定後は、構想設計を元に仕様を満たす機械の詳細設計を行います。
機械を0から作る為、設計者のアイデアを機械に反映させることが出来ます。
カスタム設計部門は、機械の仕様をお客様と調整し、カタログに載っている機械単体で
仕様が実現できない場合は、お客様向けのカスタム設計（特注設計）を行います。

■電気設計技術職（電気設計）
電気CADを用いて研削盤を機能させる電気系のハード、ソフト開発を行います。
機械設計技術職同様、お客様との仕様打合せや技術説明も行います。

■機械製造技術職（研削技術）
機械の動作確認・研削加工を行います。
試し加工では、お客様の加工したい部品（ワーク）を用いて仕様通り動作するかを確認
します。

留学生の採用予定人数 雇用形態 

給与 修士了 月給226,000円 / 学部卒 月給210,000円 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル その他言語 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流
れ 

マイナビよりエントリー→説明会へ参加→面接（三回予定）

応募者用連絡先 TEL：0258-42-8808 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

蝶理株式会社 

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347名、連結1,026名 

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

外国人社員の 
採用実績・活躍 

過去採用実績あり 

募集情報（2021年4月入社予定） 

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。 

留学生の採用予定人数 未定 雇用形態 正社員 

給与  初任給【基幹職】大学卒 月給／240,000円 

学歴要件 母国または日本で大学卒業以上 

言語条件 日本語能力 N1 その他言語 英語：日常会話程度 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ 
HPよりエントリー→エントリーシート提出・WEBテスト→一次選考→二次選考 
→最終選考

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

リンク
/QR

応募者用連絡先 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。 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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
企業情報 

本社住所 東京都港区芝浦4-3-4 田町きよたビル2階 
設立 1976年6月 

資本金 6,000万円 
従業員数 73名 

事業内容 

私たちは、電子部品メーカーとして「加工技術で産業界の常識を覆す」を 
企業理念とし、社会のインフラの進化に貢献しています。 
■セラミック応用製品
携帯電話基地局、衛星、データセンタなどに通信半導体に使用される、
単層コンデンサ・薄膜回路基板の製造と販売
■精密機械加工製品
スマートフォンの製造や、3Dプリンティングに使用される
ディスペンサーノズルなど、精密部品の製造と販売
■ダイヤモンド製品
LEDやレーザーダイオードなどの素子を切り出すための
ダイヤモンドカッターや、計測用ダイヤモンド端子の製造と販売
■半導体組立
基板の実装、半導体組立てや受託生産などを自社工場(フィリピン・セブ島)で展開

外国人社員の 
採用実績・活躍 

本社外国籍社員12名(2018年度採用実績1名、2019年度採用実績5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 
国籍に関わらず配属し、それぞれが多岐に渡り活躍しています。 

募集情報（随時） 

募集職種 総合職 事務系(営業・管理) / 技術系(研究開発・製造・品質管理) 

勤務地 東京本社(場合によりセブ工場への赴任の可能性あり) 

仕事内容 

■事務系(営業・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。
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や、
外注業務、生産管理等、輸出入管理など多岐にわたります。
■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。

留学生の採用予定人数 3～5名 雇用形態 制作 

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

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N2以上 その他言語 不問 

その他スキル・資格 特になし 

応募方法・選考の流れ 

弊社採用サイトよりご応募ください(http://www.tecdia.com/jp/jobs/) 
会社説明会 (履歴書提出) → 書類選考 → 適性診断テスト  
→ 1次面接(個人) → 社長面接 → 内定

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 人材開発室(tel: 03-5765-5400 / mail: newtecdian@tecdia.co.jp) 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 
問い合わせ・申込 

ks2030 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

東急住宅リース株式会社 

企業情報 

本社住所 
〒163-0916 
東京都新宿区西新宿2-3-1 

設立 2014/4/1 

資本金 1億円 

従業員数 
1,037名 
（2019年3月31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（2021年4月入社予定） 

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。

留学生の採用予定人数 未定（若干名） 雇用形態 正社員 

給与 初任給 201,000円 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N1相当 その他言語 不問（尚可） 

その他スキル・資格 不問 

応募方法・選考の流れ リクナビ・マイナビよりエントリー

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

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（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 2020年2月随時 １Day 

問い合わせ・申込 東急住宅リース採用担当 堀・稲葉 上記連絡先までお問い合わせください。 

ks2031 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

東京理化器械株式会社 

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 1955/7/12 

資本金 
600,000,000円 
(グループ全体） 

従業員数 310名 

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（2021年4月入社予定） 

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

留学生の採用予定人数 A・B 各1名程度 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 

学歴要件 母国または日本で専門学校卒以上 

言語条件 日本語能力 日常会話レベル その他言語 日常会話レベル 

その他スキル・資格 

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 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 mail : jinji@eyela.co.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2032 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社東光高岳 

企業情報 

本社住所 
東京都江東区豊洲5丁目6番36号 
SIA豊洲プライムスクエア8階 

設立 2012年 10月 

資本金 8,000百万円 

従業員数 1851名 

事業内容 
(株)東光高岳は、電力インフラを支える重電機器メーカです。 
当社のコア事業である電力インフラだけでなく、スマートグリッド事業や海外事業など、
さらなる発展と社会貢献を目指し挑戦を続けています。  

外国人社員の 
採用実績・活躍 

28名 設計・開発部門、国際事業部にて活躍 
（ブラジル19名、韓国3名、中国2名、台湾1名、フィリピン1名、ペルー1名、 
イラン1名）

募集情報（随時） 

募集職種 技術職 

勤務地 埼玉県蓮田市 

仕事内容 

・電力系統、電力設備の監視制御装置システム（SAS/SCADA）に関する設計
もしくはエンジニアリング業務。（未経験者でも可）
日本国内で3～5年のOJTの後ベトナムにある関連会社との共同による技術支援業務を
予定

留学生の採用予定人数 1～２名 雇用形態 正社員（試用期間有3か月） 

給与 短大・専門卒～院卒 月給173,000円～236,500円（2019年実績）諸手当あり 

学歴要件 母国または日本で専門学校卒業以上 

言語条件 日本語能力 N１程度 その他言語 ベトナム語が話せると尚良 

その他スキル・資格 ベトナムでの商習慣がある程度わかること 

応募方法・選考の流れ 採用担当者へメールにて応募 → 会社説明会 →書類選考→ 一次面接 → 二次面接 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 労務人事部人材開発G 採用担当  mail: saiyo@tktk.co.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 インターンシップ受け入れなし ※ただし工場見学は適宜対応可
問い合わせ・申込 mail:  saiyo@tktk.co.jp 

ks2033 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

トウテック株式会社
企業情報 

本社住所 東京都板橋区幸町39番5号 

設立 1948年 

資本金 4,680,000 

従業員数 63人 

事業内容 

・電灯／動力工事の設計、施工
・冷凍／冷蔵設備の設計、施工
・冷暖房空調工事の設計、施工
・受変電設備の設計、施工
・クリーンルーム／恒温恒湿設備の設計、施工
・冷媒回収
・全各号に付帯する一切の業務

外国人社員の 
採用実績・活躍 

東京本社：3名（電気工事技術者 2名 / 設計 1名） 
ホーチミン支社：3名（設計職）

募集情報（2021年4月入社予定）  

募集職種 電気設備工事士 

勤務地 本社 

仕事内容 
電気工事（スケジュール確認、資材や工具の準備、施工、検査／竣工）工事部配属です。 
コンビニやスーパー、ショッピングセンターなど、小売店や飲食店の電気設備工事（電
灯、動力、弱電設備の配線工事）、現場管理を担当します。

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 223,200～231,200/月  

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 Ｎ2程度 その他言語 

その他スキル・資格 電気電子系の方優先 

応募方法・選考の流れ 
書類選考→ 1次面接＋エクセルテスト → 2次選考（面接＋Web適性、学力試験） 
→内定

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 ＨＰよりお問い合わせください。 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）

対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2034 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

ナガタベルリッツァ株式会社
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 

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 

ベトナム人採用実績あり。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（2021年4月入社予定） 

募集職種 総合職（設計・開発・営業・物流・品質管理） 

勤務地 神奈川県茅ケ崎市 

仕事内容 

【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-ＣＡＤ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。

留学生の採用予定人数 3～4名 雇用形態 正社員 

給与 大卒：月給230,000円 

学歴要件 日母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N2程度 その他言語 

その他スキル・資格 

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（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 検討中 希望する方はお問合せ下さい。 

問い合わせ・申込 TEL:0467-82-6101 

ks2035 リンクQRJobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

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（2019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（2021年4月入社予定） 

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

留学生の採用予定人数 未定 雇用形態 正社員 

給与 大卒215,000円 （東京勤務の場合） 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N1相当 その他言語 

その他スキル・資格 

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

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

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（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 未定 

問い合わせ・申込 

ks2036 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

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 〒530-0018 

設立 1991年12月 

資本金 6億9千9百万 

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。日本国内
では、約1,000棟程の機械式駐車場を管理しております。

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（随時入社予定）  

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 （入社1～3年目） 
駐車場の現場で勤務しながら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
から駐車場店舗の店長として、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 （入社4～5年目）
現場で培った駐車場の知識や経験をもとに、既存物件の法人営業や新規物件の法人営業
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 （入社6年目～）
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。

留学生の採用予定人数 30名 雇用形態 正社員 

給与 初任給 250,000円（昇給年2回）福利厚生：寮費一部本人負担、持株会奨励金(20%)等 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N1~N2程度 その他言語 

その他スキル・資格 運転免許証があれば尚良し 

応募方法・選考の流れ 1次面接＞2次面接＞内定 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 npd.global2020@n-p-d.co.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 なし 

問い合わせ・申込 

ks2037 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社坂東太郎 

企業情報 

本社住所 茨城県古河市高野 540-3 

設立 昭和61年11月 

資本金 4,000万円 

従業員数 200名 

事業内容 

○ファミリーレストラン事業
「ばんどう太郎」…そば・うどん・寿司専門店
「かつ太郎」…とんかつ専門店
「海鮮茶屋 八幡太郎」…かに料理専門店
「海のさむらい」…寿司和膳専門店
「焼肉百萬」…焼肉ダイニング
「ひな野」…野菜バイキング専門店
「かぁべえの里」…スイーツ部門
「家族レストラン 坂東太郎」…全室個室の家族向けレストラン
「雅洞」…和スイーツ部門

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 
○店舗スタッフ
○本部スタッフ（教育、商品開発、企画等）

勤務地 千葉県、茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県の各店舗 

仕事内容 

「2年後に店長になる」ために店舗配属後、 
当社独自の教育プランに基づいてホールサービス、キッチンサービスを習得します。 
その後、店舗運営・管理に関わる業務(売上・原価管理や店舗での教育など)を学び、 
店長として活躍していただきます。 
店長経験後、店舗を統括してマネジメントを行うスーパーバイザー、 
教育、開発等、幅広い仕事がたくさんあります。 

留学生の採用予定人数 未定 雇用形態 正社員 

給与 院卒大卒 ・・・月給20万円 / 短大卒・・月給18万円 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 ビジネスレベル その他言語 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ リクナビよりエントリー→説明会→筆記試験・面接→内定

応募者用連絡先 
TEL:0280-93-0180 
H.P http://www.bandotaro.co.jp/

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社ファースト 

企業情報 

本社住所 神奈川県相模原市南区麻溝台7-8-15 

設立 2000年9月 

資本金 5,000万円 

従業員数 100名（グループ全体） 

事業内容 

私たちは「足場のトータルサポート」を基本理念に、作業しやすい足場の提供を通じて安
全な建設環境に貢献、社会の発展に広く寄与することを使命とします。 
戸建住宅・アパート・マンションなどの建物の外回り工事の際に必要な足場を組み立て、
解体する仕事をしています。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

中国からの実習生6名が活躍中です。 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 クサビ式足場の組立・解体
勤務地 本社とその周辺（主に 東京都、神奈川近郊) 

仕事内容 

・足場の組み立て、解体を施工する
・現場説明、図面作成
・工程管理
足場を組み立て・解体できるようになった後は、管理者として仕事ができるようなってい
ただきます。
入社後の一定期間を研修期間として、職長から直接、専門技術の指導を行います。
また、各種資格取得も積極的に支援しています。

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 専門学校卒業：250,000円 大学卒業：270,000円 

学歴要件 母国または日本で専門学校卒業以上（土木。建築など） 

言語条件 日本語能力 日常会話レベル その他言語 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ 下記連絡先よりお問い合わせください。 

応募者用連絡先 
TEL:042-705-4357 
メール：first@marble.ocn.ne.jp

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社フケプロダクト 

企業情報 

本社住所 香川県坂出市川津町3829番地2 

設立 平成1年7月14日 

資本金 2,300万円 

従業員数 12人 

事業内容 
建築一式工事の設計施工 
土木一式工事の設計施工 
不動産の売買、仲介及び管理 
電化製品販売 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 住宅コーディネーター 

勤務地 本社 

仕事内容 
◎住宅コーディネーター
新築、リフォーム等の相談及び勧誘・顧客の営業（新規開拓はありません）・パソコン
は、エクセル、ワード、ＣＡＤを使用します。
（ＣＡＤはできなくても結構です）

留学生の採用予定人数 若干名 雇用形態 正社員 

給与 170,000円～ 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N2 その他言語 

その他スキル・資格 建築士又はインテリアコーディネーターの資格があれば尚良し 

応募方法・選考の流れ メールにてお問い合わせください。

応募者用連絡先 info@fukeproduct.co.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

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（2021年4月入社予定）  

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？

留学生の採用予定人数 5名 雇用形態 正社員 

給与 修士卒 ２３２，５００円 大卒 ２１２，５００円 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N1相当 その他言語 英語：日常会話レベル 

その他スキル・資格 
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

応募方法・選考の流れ TEL:044-548-4379 /  mail saiyo@ffec.co.jp 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2038 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

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（2021年4月入社予定） 

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。 

留学生の採用予定人数 未定 雇用形態 正社員 

給与 総合職26万円 エリア職24万円 ※2019年実績 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 中級 その他言語 英語：中級 

その他スキル・資格 

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/ 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 recruit@plandosee.co.jp 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2039 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社フロンティアコンサルティング 

企業情報 

本社住所 
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-
3-6 WAKAMATSU BUILDING5F

設立 2007年2月 

資本金 2,000万円 

従業員数 235名 

事業内容 

『 オフィスコンサルティング事業 』すなわち、企業や団体のアイデンティティを経営
戦略やブランディングへ繋げることを目的に、オフィス移転の物件仲介から内装設計・
工事、家具やICTの提案、オフィスビルのリノベーションまで トータルに提案 を行って
います。  
当社のいちばんの強みは品質です。当社では、オフィスに関する業務を ワンストップで
全てを完結できる「総合力」 を武器に、クオリティの高い施工を行い、 60%以上のリ
ピート率 というご支持を頂いております。 

外国人社員の 
採用実績・活躍 

中国籍のスタッフが活躍中！ 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 
営業（オフィス物件仲介営業／ICTコンサルタント／オフィス空間デザイン営業／ビル
リノベーション営業）

勤務地 
■東京本社：東京都中央区日本橋本町3-3-6 WAKAMATSU BUILDING 5F
■名古屋支店：愛知県名古屋市中区栄3-3-21 セントライズ栄 6F
■大阪支店：大阪府大阪市中央区南船場4-2-11 JPR心斎橋ビル10F

仕事内容 

当社の核事業（オフィス移転やビルリノベーションのコンサルティング）の営業を担当
します。 
1社1社オフィスの課題は異なりますので、若いうちに多くの経験を積むことができます。
また、提案先となるのは企業の経営層。将来の事業展開のヒアリングや、それを踏まえ
た提案などを通じて、コンサルティング・営業スキルを高めることが可能です。 
中国に支社をつくったので、国内の営業を学んでいただいた後中国向けの営業も任せて
いきたいと思っています。 

留学生の採用予定人数 3名程度 雇用形態 正社員 

給与 大学・大学院卒：月給２４万円 

学歴要件   母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 N1程度 その他言語 中国語ネイティブレベル 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ Jobtopiaからエントリー→説明会→面接（複数回）→内定 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 Jobtopiaスタッフまでお問い合わせください：jobtopia@futuredesignlab 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2040 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社ユニクロ 
企業情報 

本社住所 山口県山口市佐山717-1（山口本社） 

設立 1974/9/1 

資本金 10億円 

従業員数 56,523名（2019年8月31日現在） 

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（2021年4月入社予定） 

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。

留学生の採用予定数 未定 雇用形態 正社員または契約社員 

給与 月額 255,000 円 

学歴要件 専門学校卒、大学卒、大学院了 以上 

言語条件 日本語能力 N2以上を推奨 その他言語 特にありません。 

その他スキル・資格 特にありません。 

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 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 株式会社ファーストリテイリング 人事部 新卒採用窓口： 03-6865-0281 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）

対象・受入れ時期 随時 

問い合わせ・申込 
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 

ks2041 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

吉田通信株式会社 
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(2019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（2021年4月入社予定）  

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。

留学生の採用予定人数 若干名 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）

学歴要件 日本で専門学校卒以上 

言語条件 日本語能力 N2以上 その他言語 

その他スキル・資格 

応募方法・選考の流れ 

採用担当(0800-222-3331)までお気軽にお電話下さい☆ 
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♪）

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

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

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2042 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社リケン 

企業情報 

本社住所 東京都千代田区三番町8-1 

設立 1949円12月1日 

資本金 85億7300万円 

従業員数 1,458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（2021年4月入社予定）  

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

留学生の採用予定人数 １～2名 雇用形態 正社員 

給与 大卒 202,000円以上、修士了 217,000円以上 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 Ｎ1相当 その他言語 堪能 

その他スキル・資格 

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）

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

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

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 実施していません。 

問い合わせ・申込 

ks2043 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

リコージャパン株式会社
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憶 

従業員数 18,240人 

事業内容 

さまざまな業種におけるお客様の経営課題・業務課題に対してＩ ＣＴを駆使した 
各種ソリューションの提供。  ◆トップベンダーとのパートナシップによりICT関連商品
と複合機 （MFP）やプリンターなどの画像機器を組み合わせた関連ソリュー ションの提
案及び提供  ◆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 

2018年度 1名、 2019年度 5名、 2020年 10名  （2020年度入社予定の内訳
は、営業職 2名、SE職 8名）   営業職、システムエンジニア職など幅広く活躍中 

募集情報（2021年4月入社予定/既卒の方はご相談） 

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399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。

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。 

雇用形態 正社員 

給与 
大学院：204,600円～225,600円 大学：196,000円～217,000円  
（配属地域によって異なります） 

学歴要件 日本で専門学校卒以上  

言語条件 日本語能力 日常会話ができる その他言語 特に無し 

その他スキル・資格 

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

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

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（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 9月～１Ｄａｙインターンシップを開催中 

問い合わせ・申込 TEL：050-3534-0767 リクナビ・マイナビにてご案内いたします。 

ks2044 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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LOTTE Hotel Arai 
企業情報 

本社住所 
〒944-0062  
新潟県妙高市両善寺1966 

設立 2015年 

資本金 70億円 

従業員数 206名 

事業内容 

宿泊業、飲食業、スキー場経営、各種アクティビィ施設運営、温泉・プール・サウナ・
エステ施設の運営  アジアでもトップクラスの規模を誇るレジャー施設「ロッテアライリ
ゾート」。冬は一面に広がる雪景色の中ウィンタースポーツを楽しみ、グリーンシーズ
ンは新緑と澄んだ空気を感じながらアクティビティを堪能。目指すは“最高のプレミアム
マウンテンリゾート”です。

外国人社員の 
採用実績・活躍 

募集情報（2021年4月入社予定/既卒の方はご相談） 

募集職種 
客室チーム 客室担当／料飲チーム Food＆Beverage担当 経営支援チーム 購買担当／財
務企画チーム 経理担当／マーケティングチーム ACE担当 

勤務地 ロッテアライリゾート

仕事内容 

【客室担当】 ホテル内フロント業務、チェックイン、チェックアウト清算などのお客様
対応、電話対応、各種備品の貸出業務 等  
【Food＆Beverage担当】 ホールサービス、ワインサービス、コーヒーサービス、お酒
の提供・説明、電話・予約対応、PCへのデータ入力、会計業務 等 ※経験に応じて、レ
ストランでの原価・衛生・在庫管理業務全般等
【経理担当】 勘定元帳作成の関連業務、決算業務（月次・四半期・本決算）、決算報告
書関係の手続き（税理士対応）、税理士に提出する書類の作成まで一連の経理業務、銀
行対応 等
【購買担当】 購入した資産や物品の新規登録及び変更時の登録内容の変更、各部門と連
携し、物品管理、定期／不定期の棚卸業務遂行の管理 等
【ACE担当】 各アクティビティ施設内での接客業務（案内・誘導）、お客様の安全管理、
各アクティビティ施設での運営管理補助業務 等

留学生の採用予定人
数 

客室担当 / Food&Beverage担当 / 
ACE担当 各5名、経理担当 2名, 
購買担当 1名 

雇用形態 正社員 

給与 月額給与205,000円、基本給185,016円、定額時間外手当（15時間）19,984 円 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 JLPT N2以上 その他言語 英語ビジネスレベル 

その他スキル・資格 

【客室担当】／Food&Beverage担当】接客経験 
【経理担当】日商簿記2級、基本的なPCスキル  
【購買担当】Excel、バーコード、資産管理ソフト等を用いた資産台帳管理スキル 
【ACE担当】スポーツ施設やジムでのお客様対応経験 

応募方法・選考の流れ 
履歴書・職務経歴書・資格証の写しを郵送またはメールで送付→書類選考→一次面接→
二次面接→内定 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

応募者用連絡先 電話：0255-75-1200（人事担当直通）／メール：294483@lotte.net 

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 

問い合わせ・申込 

ks2045 リンクQR



＊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。）

テンプレート

タテ（ × ）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 

株式会社ロピア 

企業情報 

本社住所 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目9番地 

設立 1971/4/28 

資本金 1,000万円 

従業員数 約840名（2019年4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 

（１７入社） 中国人  １名 
（１８入社） 中国人  ５名   ベトナム人  １名 
（１９入社） 中国  １１名 ベトナム ３名 タイ ２名 
ネパール ２名 台湾  ８名 スリランカ １名 韓国 １名 モンゴル ５名 
食品流通業における業務一般 

募集情報（2021年4月入社予定） 

募集職種 総合職・エリア限定職・時間限定職等 

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、食品流通業における業務一
般。（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。 

留学生の採用予定人数 30名 雇用形態 正社員 

給与 【総合職】335,000円・【エリア限定職】238,700円・【時間限定職】181,000円等 

学歴要件 母国または日本で大学卒以上 

言語条件 日本語能力 日本語能力（JLPT）N１ その他言語 

その他スキル・資格 

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 

Jobtopiaから求人を 
チェックする場合 ID 

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

インターンシップ（2021年卒業見込みの方対象）
対象・受入れ時期 母国、日本での大学卒業以上・随時要相談 

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

ks2046 リンクQR



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

110 111

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/

　就職じゃぱん　　http://www.syusyoku-japan.jp

■その他書類手続き

　出入国管理庁　http://www.immi-moj.go.jp/

114 115

Jobtopia：外国人留学生のための就職情報メディア

■ Jobtopia 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

Jobtopia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。

■ Jobtopia からのメッセージ
Jobtopia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。
Jobtopia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  東京都港中央区八丁堀3-16-6東八重洲プレイス3F
　　　　    【TEL】03-6222-9855 　【FAX】03-6222-9856　　
　　　　　URL : www.futuredesignlab.jp
［営業時間］ 10:00～20:00　
［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 Jobtopia（じょぶとぴあ）

　 ■ Jobtopia へアクセス

https://jobtopia.bizpla.jp/job/
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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・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:03-5295-7791    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

大浴場ランドリー室
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　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(税別)　

　通信設備費（税別）

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 780円＋電気設備費 900円＋燃費調整費等＋使用料金　※2

40,000～50,000円

6,100円（ 1年契約 ）

山路を登りながら

基本料金 3,600円

　55.600～66,200円 73.600～84,200円60,600～71,200円

Aタイプ Bタイプ C-Dタイプ

　ルームクリーニング代
（税別）

20,000～46,000円（居室タイプにより異なります。退去時発生）

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　弊社学生会館利用者は保証金継続預託・入館日免除
※2　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。
※3　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。）

テンプレート

タテ（ × ）表面

天

地

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、あらかじめお問い合わせください。

【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 

101,200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料* 47,300円 

その他
費用 

電気料金* 固定料金（5,500円）/電力会社との直接契約 

通信設備費* 3,960円 

※ 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10月現在10％） 
※ 上記は2020年4月施行予定の料金です。今後、変更させていただく場合もございますのでご了承ください。 

※ お問い合わせは、下記（株）共立メンテナンスまでご連絡ください。

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） 

【外観イメージ】 
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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。 

公益事業 

■奨学金支給事業 

・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12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）、留学生のための日本生活案内「留学生生活手帳」を刊行 
・ソウル事務所、海外委託事務所（7か国）にて、日本の就学情報、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） 
・「日本人学生の『国際ボランティア支援基金』」 
・ 奨学生、留学生を中心とした日本研修会（ホームステイプログラム）の開催 
   （北海道、沖縄等 年6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 
・学習奨励寮での安全で良好な住居の提供 

■教育事業 

・カンボジアのシェリムアップに設立した合弁会社Hikari-Kyoritsu International School  
    Co., Ltdにて、日本語普及のための日本語教育実施 
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つつじヶ丘男子学生会館      2食付、家具付、ドミトリータイプ 

【居室】洋室9.9m2 

【交通】京王線「つつじヶ丘駅」下車  徒歩約15分、  

          「仙川駅」下車徒歩  約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（91日以上） 

一
人
部
屋 

毎月支払 契約時費用 【134,050円】 

寮費（1日2食付） 
55,000円 

電気代 5,000円（税別） 

通信設備費 500円（税別） 

入室料                     55,000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                      55,000円 

1ヶ月目電気代                          5,500円 

1ヶ月目通信設備費                      550円 

短期契約(90日以下) 

一
人
部
屋 

契約時一括支払（１ヶ月の場合） 

寮費 (1日2食付) 
77,000円/月 

（電気代・建物維持費・インターネット代込） 

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  徒歩約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（91日以上） 

一
人
部
屋 

毎月支払 契約時費用 【165,050円】 

寮費（1日2食付） 
67,000円 

電気代 5,000円（税別） 

通信設備費  500円（税別） 

入室料            59,000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                           67,000円 

1ヶ月目電気代                          5,500円 

1ヶ月目通信設備費                      550円 

■短期契約(91日以下) 

一
人
部
屋 

契約時一括支払（１ヶ月の場合） 

寮費（1日2食付） 
 89,000円/月 

（電気代・建物維持費・インターネット代込） 

※ 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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詳細は当財団ホームページ（www.kif-org.com）をご覧ください。 

『学習奨励寮』支援制度 
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＜本部＞ 
〒101-0021 
東京都千代田区外神田2丁目18番3号 
          第2昭和ビル4F 
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4楼 

TEL:028-8613-4443  

DONGU DU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL  

(ホーチミン委託事務所) 

VIETNAM 

43D/46 Ho Van Hue, P. 9, Q. Phu Nhuan, TP. HCM 

TEL: 028-3845-3782   

(URL) www.dongdu.edu.vn 

MOMIJI Japanese Language Center 

(ヤンゴン委託事務所) 

MYANMAR 

NO.15/17 3rd Floor Rm Insein Rd, Hledan Kamayut Township, Yangon 

TEL: 09450-614644/614650 

(URL)momijimyanmar.wixsite.com/website 

J-Study Center  

by Lai Brothers Corporation 

(バンコク委託事務所) 

THAILAND 

77/110 Rajthevi Tower,12th Floor, Phayathai RD., Rajthevi, Bankok 

10400 

TEL: 02-255-9681 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  

TEL: 077-777-604    

(URL) www.kif-cam.com 

COACH 

(ジャカルタ委託事務所) 

INDONESIA 

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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