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「外国人留学生就職フェア」を開催します 
～一人でも多くの留学生の国内就職を目指して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【照会先】 
愛知労働局職業安定部職業対策課 
 課  長      松浦 克己 
 課長補佐（雇用開発・指導担当） 
           鈴木 斉 
 地方職業指導官   近藤 健一郎 
    （電話）052－219－5508 

名古屋外国人雇用サービスセンター 

 次  長      梶原 博文 

 外国人労働者専門官 楠瀬 裕司 

    （電話）052－264－1901 
 

 

１ 外国人留学生就職フェア 

開催日時：平成２７年１０月１３日（火） 

  第１部 企業向けセミナー「在留資格の変更について」 

（午前１０時３０分から午前１１時３０分まで） 

   第２部  「外国人留学生就職フェア」 

        ≪参加企業≫４８社 

   （午後１時から午後５時まで） 

 開催場所：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち ７階展示場） 

       名古屋市中村区名駅４－４－３８ 

 

２ 就職フェアの概要等 

  就職フェアの具体的な内容等は取材要領（別添１）をご参照ください。 

 

 

愛 知 労 働 局 発 表 
平成 27 年 10 月 1 日（木） 

厚生労働省愛知労働局 Press Release  



１．趣旨

２．開催日時及び開催場所

平成27年10月13日（火）

　　第1部　　企業向けセミナー「在留資格の変更について」　10時30分～11時30分

　　第2部　　外国人留学生就職フェア   　　　  　 　    　　　  　13時00分～17時00分

愛知県産業労働センター（ウィンクあいち 7階展示場）

名古屋市中村区名駅4-4-38　（各線「名古屋」駅ユニモール地下街5番出口から南へ約150メートル）

３．外国人留学生就職フェア参加予定企業

　 48社予定

４．参加対象者

５．運営方法

６．取材に当たってのお願い

別添１

・企業の担当者及び参加留学生を撮影される場合は、事前に当事者の了解が必要となります。

・放映される日時、掲載される日等が確定しましたら、照会先（052-219-5508）までご連絡をいただけ
るようお願いいたします。

別添 「外国人留学生就職フェア参加申込企業・求人一覧」参照

・第1部（企業向けセミナー）については、入国管理局担当者が企業に対して「在留資格の変更につい
て」など制度の説明を行います。
・第2部（外国人留学生就職フェア）については、当日の参加者が希望する個別企業ブースで人事担
当者と１対１の個別面接を行います。

  留学生の就職支援については、平成２７年６月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」等に
おいて、その推進が盛り込まれ、これまで以上の取組強化が求められているところである。
　また、事業活動の国際化や新規事業の展開に伴い、留学生が持つ専門性に期待する企業も相当
数存在しているが、一方で、実際に国内で就職している留学生は、卒業者のうち２割程度となってい
る。
　これらを踏まえ、国内企業への就職を希望する留学生と留学生の採用に興味・関心のある国内企
業を結び付け、求人・求職のミスマッチ解消を促進するため、外国人留学生就職フェアを開催する。

取　材　要　領

　在留資格が「留学」で平成28年3月卒業（修了）見込みの方（卒業後概ね3年以内の既卒者も含みま
す）のうち、日本での就職を希望されている方で名古屋外国人雇用サービスセンターまたはハロー
ワークで求職登録済みの方。



   

 
 

～ 開催場所 ～ 

 

ウインクあいち ７階展示場 

名古屋市中村区名駅 

４-４-３８ 

 
※ 留学生対象の合同企業説明会 
※ 参加企業４８社（ＨＰに掲載中） 
 企業一覧は当センターＨＰより 

ダウンロードできます。 

 ★当日持参する物★ 

①個人票(事前に記入し、面接を希望する企業の
分を印刷してお持ちください(最大 5枚)) 
※個人票は当センターのＨＰよりダウンロー
ドできます。 

②ハローワークカード(ハローワークカードを持
っていない方は、在留カード・学生証を持参し
てください。) 
※当日未登録の方は、手続きにかなりの待ち時
間が想定されます。事前登録をしてください。 

お問い合わせ先 
 
名古屋外国人雇用サービスセンター 

名古屋市中区栄４－１－１ 
中日ビル１２階 

電話 ０５２－２６４－１９０１ 
FAX ０５２－２４９－００３３ 

 http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/ 

予約不要・参加無料・履歴書不要 

※登録方法等詳しくはＨＰをご覧ください。 

厚生労働省 

 

＜アクセス＞ 
各線名古屋駅 
ユニモール地下街

5 番出口より 
南へ徒歩 2 分 
※専用駐車場はあ

りません。公共交

通機関でお越しく

ださい。 
         



別添４

外国人留学生就職フェア参加申込企業・求人一覧
平成27年10月13日（火）  ウインクあいち

1 ㈱サンフードシステム 総合職（店長・幹部候補） 10 名古屋市中区 日本語Ｃ

販売職　地域社員 東京都 日本語Ｂ

販売職　全国社員 東京都 日本語B

販売職及び海外営業ワールド社員 東京都他国内・海外 日本語B　英語Ｂ　&　中国語A

愛知県半田市 日本語Ａ　英語Ａ　中国語Ａ　ポルトガル語Ａ

愛知県知多市 日本語Ａ　英語Ａ　中国語Ａ　ポルトガル語Ａ

愛知県豊橋市 日本語Ａ　英語Ａ　中国語Ａ　ポルトガル語Ａ

愛知県碧南市 日本語Ａ　英語Ａ　中国語Ａ　ポルトガル語Ａ

愛知県豊田市 日本語Ａ　英語Ａ　中国語Ａ　ポルトガル語Ａ

岐阜県恵那市 日本語Ａ　英語Ａ　中国語Ａ　ポルトガル語Ａ

岐阜県多治見市 日本語Ａ　英語Ａ　中国語Ａ　ポルトガル語Ａ

三重県伊勢市 日本語Ａ　英語Ａ　中国語Ａ　ポルトガル語Ａ

4 ㈱アマノ 通訳販売職 10 名古屋市中区 日本語Ａ　英語Ａor中国語Ａ

5 大浜商事㈱ 商社営業（電子部品）（国内・海外） 3 東京都 日本語B　英語Ｂ　中国語A

6 ギャップジャパン㈱ 販売・マネージメント職（店舗勤務） 10 全国 日本語Ａ（中国語・多言語できる方歓迎）

研究開発 3 岐阜県瑞穂市 日本語B　ベトナム語A

営業 3 東京都 日本語A 英語Ａ

技術翻訳・通訳 2 日本語Ｂ　英語Ａ

機械設計 2 日本語Ｂ　英語Ｂ

ソフトウェア開発 5 愛知県刈谷市 日本語Ｂ　英語Ｂ

車両実験評価 2 日本語Ｂ　英語Ｂ

生産技術 2 日本語Ｂ　英語Ｂ

9 ㈱ミクロスソフトウエア システムエンジニア 3 神奈川県 日本語Ｂ　英語Ｂ

10 ソレックス㈱ 技術職 30 名古屋市中村区 日本語Ｂ

11 ㈱エコ配 宅配物集配及び店舗管理 10 名古屋市中区 日本語Ａ

12 ㈱アベイル ＩＴ技術者 2 名古屋市中村区 日本語Ａ

接客販売・通訳 1 名古屋市中区 日本語Ｂ　英語Ｃ　中国語Ａ

販売・買取 5 東京都 日本語A　英語B　中国語A

ルーフエンジニア 4 日本語Ｂ　英語Ｂ

営業職 2 日本語Ｂ　英語Ｂ

営業事務 1 日本語Ｂ　英語Ｂ

15 ㈱近藤工業 営業・翻訳 1 愛知県海部郡 日本語Ａ

16 松田工業㈱静岡支店 通訳・翻訳 1 静岡県掛川市 日本語Ｂ　ベトナム語Ａ

17 ㈱奈良機械製作所 海外営業・本社スタッフ 1 東京都・海外 日本語Ｃ　英語Ｂ（インドネシア語ネイティブは別枠で募集）

18 ㈱前田鉄工所 技術職 3 名古屋市中川区 日本語Ｃ　ベトナム語あれば尚可

19 ㈱ヨドバシカメラ 総合職（販売） 15 愛知県名古屋市 日本語Ａ　英語Ｂ　中国語Ａ

総合職 1 松江市、東京、大阪、ソウル等 日本語Ｂ　中国語Ａ／韓国語Ａ／英語Ｃ（東南アジア出身者）

営業職 1 松江市、東京、大阪、ソウル等 日本語Ｂ　中国語Ａ／韓国語Ａ／英語Ｃ（東南アジア出身者）

電機 1 松江市、東京、大阪、ソウル等 日本語Ｂ　中国語Ａ／韓国語Ａ／英語Ｃ（東南アジア出身者）

システムエンジニア 1 松江市、東京、大阪、ソウル等 日本語Ｂ　中国語Ａ／韓国語Ａ／英語Ｃ（東南アジア出身者）

21 ㈱望月鉄工所 ベトナム業務の通訳 1 静岡県富士市 日本語Ｂ　ベトナム語Ｂ

総務経理事務 1 福井県福井市 日本語Ｂ　英語Ｂ　タイ語Ａ

環境測定分析及び作業環境測定 1 福井県福井市 日本語Ｂ　英語Ｂ　タイ語Ａ

23 ㈱サンドラッグ 店舗運営職 10 愛知県等 日本語Ｃ

24 遠州鉄道㈱ 総合職 1 静岡県浜松市 日本語Ａ　中国語Ａまたはタイ語Ａ

25 ㈱エフ・ディ・シィ・フレンズ ファッションアドバイザー 10 名古屋・関東等 日本語Ｂ　中国語Ｂ

26 ㈱モビリティランド（鈴鹿サーキット） 海外事業商品開発企画 1 三重県鈴鹿市 日本語Ｃ　英語Ｂ　中国語Ｂ

20 小松電機産業㈱

22 福井県環境保全協業組合

13 ㈱ブランドオフ

14 ㈱マツザワ瓦店 名古屋市中川区

7 日本インシュレーション㈱

8 ㈱ダイキエンジニアリング東海支社

愛知県豊田市

愛知県豊田市

3 ハートランド㈱ 販売・通訳 20

2 ㈱オンデーズ 30
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必要言語

の

レベル

A：ネイティブレベル

B：ビジネスレベル

C：日常会話レベル
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勤務地

必要言語

27 伸和コントロールズ㈱ 開発・設計 1 長野県 日本語Ｂ　中国語Ａ

28 ㈱木村工業 施工マネージメント職 3 東京都 中国語Ａ

ソフトウェア開発技術者 2 神奈川県 日本語Ｃ（Ｎ４以上）

電子回路設計技術者 1 神奈川県 日本語Ｃ（Ｎ４以上）

30 東陽精機㈱ 生産技術職 5 愛知県豊田市 日本語Ｂ（Ｎ１）

31 コーチ・ジャパン合同会社 ストアスタッフ 20 三重県長島町 日本語Ａ　中国語Ａ

32 ㈱サン・サービス 宿泊施設業務及び通訳 4 三重県鳥羽市等 日本語Ｂ

33 ㈱井高 貿易業務　営業 1 愛知県知立市 日本語Ｂ

営業 3 岐阜県大垣市 日本語Ｂ英語Ｂ　タイ語Ａ／中国語Ａ／韓国語Ａ／ドイツ語Ａ

設計・開発・生産技術・金型 3 岐阜県大垣市 日本語Ｂ英語Ｂ　タイ語Ａ／中国語Ａ／韓国語Ａ／ドイツ語Ａ

35 ㈱ヤナギ コンビニ店舗管理 6 愛知県常滑市 日本語Ｂ　中国語Ａorインドネシア語Ａ

36 ㈱交洋 輸出入業務 1 三重県四日市市 日本語Ｂ　英語A～Ｂ／中国語Ａ／ロシア語Ａ

37 清水物産㈱ 食品製造 5 奈良県等 日本語Ｂ　中国語Ａ

38 ㈱エスポアール 総合職（事務（語学）・通訳） 2 福島県、大阪市 日本語Ａ　英語Ａ／中国語Ａ／ベトナム語Ａ

39 ㈱三陽商会 アパレル販売 5 愛知県名古屋市 日本語Ａ

40 ㈱ＪＢイレブン 店舗スタッフ　店長候補 20 愛知県豊田市 日本語C

41 ㈱ＴＢＫ 総合職 10 東京都 日本語Ｂ　英語Ｂ／中国語Ａ／タイ語Ａ

42 光通信システム㈱ 販売兼通訳 30 愛知県（尾張地区） 日本語B　中国語A／ポルトガル語A／ベトナム語A

43 青山商事㈱ 接客・販売・通訳 20 愛知県等 日本語Ｂ　中国語Ａ

通訳 1 愛知県東海市 日本語Ｂ　英語Ｂ　ベトナム語Ａ

建築技術 2 愛知県東海市 日本語Ｂ　英語Ｂ　ミャンマー語Ａ

45 ㈲名古屋解体 リサイクル部品の生産・販売等 2 愛知県名古屋市 日本語Ｃ～Ｂ　英語Ｃ

46 ㈱ムロオ 管理業務（総合職） 20 広島県 日本語Ａ　ベトナム語Ａ

47 グランウェイ㈱ 通訳販売業務 5 愛知県常滑市 日本語Ａ　中国語Ｂ

事務職 1 愛知県みよし市 日本語Ａ

技術職 1 愛知県みよし市 日本語Ａ

※１：求人数は企業によっては平成２８年３月卒大学生等求人の合計数（留学生を含む）となっています。

48 ミヤマ工業㈱

34 太平洋精工㈱

44 ㈱ニックホーム

29 ㈱テクノシステムズ


