
外国人留学生就職面接会２０１８　参加企業一覧

日本語 日本語以外

Ａ１－１ 27130-35488 富士テクノ工業　株式会社 海外営業（セールスエンジニア） 1人 ビジネスレベル ＴＯＥＩＣ９００点程度 大学卒・大学院卒
普通自動車運転免許

（ＡＴ限定可）
211,000円 ～ 215,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ１－２ 27130-38288 富士テクノ工業　株式会社 技術 1人 ビジネスレベル 大学卒・大学院卒 理系 211,000円 ～ 215,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ２ 27060-246988 ○ 株式会社　ＩＣエイジア　大阪オフィス 企画営業 4人 Ｎ２ 高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 190,000円 ～ 200,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ３－１ 27020-495788 株式会社　冨島建設 通訳 1人 Ｎ２ シンハラ語　ネイティブレベル 専修卒・短大卒・大学卒 200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ３－２ 27020-494888 株式会社　冨島建設 土木工事の施工管理（総合職） 3人 Ｎ２ 専修卒・大学卒 理系・土木・都市環境工学
普通自動車運転免許

（ＡＴ限定可）
200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ３－３ 27020-493588 株式会社　冨島建設 事務（総合職） 2人 Ｎ２ 専修卒・短大卒・大学卒 200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ３－４ 27020-496688 株式会社　冨島建設 ＩＣＴ（ドローン・測量・ＣＡＤ） 1人 Ｎ２ 専修卒・大学卒 理系・土木・都市環境工学
普通自動車運転免許

（ＡＴ限定可）
200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ４ 27100-60688
社会福祉法人　三養福祉会

指定介護老人福祉施設　箕面の郷
通訳および一般事務 1人 Ｎ２

ベトナム語　ネイティブレベル
かつ　英語

短大卒・大学卒 175,000円 ～ 185,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ５ 28020-88488 ○ 株式会社　ピエナ神戸 ホテルフロント 2人 Ｎ２ 英語　日常会話レベル 専修卒・短大卒・大学卒 188,000円 ～ 197,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ６－１ 13040-834188 株式会社　オンデーズ ワールド社員（海外営業） 5人 Ｎ１レベル

中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語・ネパール語
の

いずれかネイティブレベル
ＴＯＥＩＣ６００点レベル

専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 250,000円 ～ 250,000円 ○ 概ね５年以内

Ａ６－２ 13040-835288 株式会社　オンデーズ 販売サービス（全国社員） 5人 Ｎ１レベル 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 210,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね５年以内

Ａ６－３ 13040-836588 株式会社　オンデーズ 販売サービス（地域社員／関西） 5人 Ｎ１レベル 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 190,000円 ～ 190,000円 ○ 概ね５年以内

Ａ７ 13010-1073188 ダイワロイヤル　株式会社 ホテルスタッフ 10人 Ｎ２ 中国語または韓国語　ネイティブレベル 専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 ホテルコースまたは語学系 195,500円 ～ 201,500円 ○ 概ね３年以内

Ａ８ 27010-152288 ○ 株式会社　セルドム・シントー 営業 2人 Ｎ２ 短大卒・大学卒
普通自動車運転免許

（ＡＴ限定可）
225,000円 ～ 245,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ９－１ 27020-467088 株式会社　エイチ・アイ・エス　関西事業部 総合職 5人 Ｎ１ 英語　ビジネスレベル 専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 176,200円 ～ 191,200円 ○ 概ね３年以内

Ａ９－２ 27020-468188 株式会社　エイチ・アイ・エス　関西事業部 エリア総合職 5人 Ｎ１
タイ語・ベトナム語・マレー語　ネイティブレベル

又は、英語ビジネスレベル
専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 163,200円 ～ 178,200円 ○ 概ね３年以内

Ａ１０-1 27080-137188 株式会社　三星製作所 生産技術職 1人 Ｎ２ 大学卒 理工系 200,000円 ～ 200,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ１０-2 27080-136088 株式会社　三星製作所 製造職（幹部候補生） 1人 Ｎ２ 大学卒 理工系 200,000円 ～ 200,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ１１ 27160-24088 社会福祉法人　成和会 施設利用者の介護業務 4人 専修卒・短大卒・大学卒 介護福祉士 197,000円 ～ 200,020円 ○ 概ね３年以内

Ａ１２ 28050-213188 ○ 株式会社　山陽 品質管理、海外向販売・ネット販売業務 1人 Ｎ１
ＴＯＥＩＣ　６５０点以上

タイ語　ネイティブレベル
大学卒・大学院卒 193,500円 ～ 193,500円 ○ 概ね５年以内

Ａ１３ 23080-60088 ○ 株式会社　フォノン明和 開発エンジニア・製造エンジニア 1人 Ｎ３ ベトナム語　ネイティブレベル 大学卒・大学院卒 理系 207,000円 ～ 222,000円 ○ 概ね３年以内

Ａ１４ 27020-470688 ○ 株式会社　エディオン 販売職 20人 Ｎ２ 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 188,100円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内
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https://www.hellowork.go.jp/servicef/130050.do?screenId=130050&action=commonDetailInfo&kyujinNumber1=27130&kyujinNumber2=%0A00035488&kyushokuUmuHidden=2&kyushokuNumber1Hidden=&kyushokuNumber2Hidden=
https://www.hellowork.go.jp/servicef/130050.do?screenId=130050&action=commonDetailInfo&kyujinNumber1=27130&kyujinNumber2=%0A00038288&kyushokuUmuHidden=2&kyushokuNumber1Hidden=&kyushokuNumber2Hidden=
https://www.hellowork.go.jp/servicef/130050.do?screenId=130050&action=commonDetailInfo&kyujinNumber1=27060&kyujinNumber2=%0A00246988&kyushokuUmuHidden=2&kyushokuNumber1Hidden=&kyushokuNumber2Hidden=
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https://www.hellowork.go.jp/servicef/130050.do?screenId=130050&action=commonDetailInfo&kyujinNumber1=27100&kyujinNumber2=%0A00060688&kyushokuUmuHidden=2&kyushokuNumber1Hidden=&kyushokuNumber2Hidden=
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Ｂ１ 27140-71088 ○ クリーン・テクノロジー　株式会社 総合職 3人 日常会話レベル 専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 理工学・機械工学系尚可 171,000円 ～ 189,000円 ○ 概ね３年以内

Ｂ２－１ 27010-489788 倉敷紡績　株式会社 技術職 1人 Ｎ１
ベトナム語・タイ語・インドネシア語の

いずれかネイティブレベル
高専卒・大学卒・大学院卒 192,500円 ～ 233,800円 ○ 概ね３年以内

Ｂ２－２ 27010-487588 倉敷紡績　株式会社 営業 ２人 Ｎ２ 英語ネイティブレベル 大学卒・大学院卒 210,600円 ～ 238,600円 ○ 概ね３年以内

Ｂ３ 27030-100788 ○ 株式会社　カスタムジャパン オペレーション・通訳・翻訳・貿易事務 ２人 Ｎ１
中国語・台湾語・英語

のいずれかネイティブレベル
ＴＯＥＩＣ７００点以上

大学卒・大学院卒 216,000円 ～ 216,000円 ○ 概ね３年以内

Ｂ４ 27020-502988 ○ 株式会社　成学社 日本語学校運営業務（契約社員） 1人 Ｎ２ ＡＳＥＡＮ諸国の言語 大学卒・大学院卒 180,000円 ～ 180,000円 ○ 概ね３年以内

B５ 27030-387688 ユニオンモーター　株式会社 貿易営業 1人 Ｎ１
中国語　ネイティブレベル

ＴＯＥＩＣ　７００点以上
専修卒・短大卒・大学卒 170,000円 ～ 170,000円 ○ 概ね３年以内

Ｂ６ 27140-60988
ＷＨＧ関西　株式会社

関西エアポートワシントンホテル
ホテルスタッフ

（宿泊・レストラン）
4人 Ｎ１レベル 英語　日常会話レベル 専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 167,000円 ～ 173,000円 ○ 概ね３年以内

Ｂ７ 28110-118688 ○ 株式会社　ホテルニューアワジ マルチタスク 10人 Ｎ２レベル 専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 170,500円 ～ 187,000円 ○ 概ね５年以内

Ｂ８－１ 27020-483188 スターライト工業　株式会社
技術研究職（製造技術・生産技術・

開発設計・金型設計）
1人 日常会話レベル 大学卒・大学院卒

機械・ロボティクス・航空・
生産工学等

普通自動車運転免許
（取得見込可）

212,000円 ～ 230,000円 ○ 概ね５年以内

Ｂ８－２ 27020-482088 スターライト工業　株式会社 営業職（海外営業・国内営業・開発営業） 1人 日常会話レベル 中国語またはタイ語　日常会話レベル 大学卒・大学院卒
普通自動車運転免許

（取得見込可）
212,000円 ～ 212,000円 ○ 概ね５年以内

Ｂ９－１ 27010-497788 内橋エステック　株式会社 品質管理業務全般 1人 Ｎ２
ベトナム語　ネイティブレベル

英語
大学卒・大学院卒 196,500円 ～ 199,500円 × ×

Ｂ９－２ 27010-498688 内橋エステック　株式会社 生産管理業務全般 1人 Ｎ２
ベトナム語　ネイティブレベル

英語
大学卒・大学院卒 196,500円 ～ 199,500円 × ×

Ｂ１０－１ 27030-374188 ＴＯＮＥ　株式会社 海外営業・貿易業務 1人 Ｎ２ ＴＯＥＩＣ７００点以上 大学卒 231,440円 ～ 231,440円 ○ 概ね３年以内

Ｂ１０－２ 27030-375288 ＴＯＮＥ　株式会社 社内ＳＥ 1人 Ｎ２ ＴＯＥＩＣ６００点以上 大学卒 情報管理・プログラム等 205,720円 ～ 205,720円 ○ 概ね３年以内

Ｂ１０－３ 27030-376588 ＴＯＮＥ　株式会社 開発・技術（河内長野市） 1人 Ｎ２ ＴＯＥＩＣ６００点以上 大学卒
電気・電子・プログラム・メカトロ

系
227,435円 ～ 227,435円 ○ 概ね３年以内

Ｂ１１－１ 31010-247788 日本セラミック　株式会社 技術開発職 4人 日常会話レベル 大学卒・大学院卒
電気・電子系工学・機械系工学・

物理系・化学系
202,000円 ～ 227,000円 ○ 概ね２年以内

Ｂ１１－２ 31010-248688 日本セラミック　株式会社 営業職（国内・海外） 4人 日常会話レベル 英語または中国語　ネイティブレベル 大学卒・大学院卒 192,000円 ～ 212,000円 ○ 概ね２年以内

Ｂ１２ 27080-143388 ○ 大阪いずみ市民生活協同組合 福祉職（介護スタッフ） 8人 Ｎ３ 専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 介護福祉士 186,000円 ～ 186,000円 ○ 概ね３年以内

Ｂ１３－１ 27030-369888 株式会社　アクティブゲーミングメディア プログラマー ２人 日常会話レベル 大学卒・大学院卒 コンピューターサイエンス系 210,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｂ１３－２ 27030-370988 株式会社　アクティブゲーミングメディア ３Ｄアニメーター 1人 日常会話レベル 専修卒・大学卒・大学院卒
デザイン・コンピュータ・イラスト

系
210,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｂ１３－３ 27030-368588 株式会社　アクティブゲーミングメディア 法人営業 1人 Ｎ２レベル 英語ビジネスレベル 大学卒・大学院卒 250,000円 ～ 250,000円 ○ 概ね３年以内

Ｂ１４－１ 13130-277888 大和リゾート　株式会社 フロントスタッフ 5人 日常会話レベル 短大卒・大学卒・大学院卒 146,500円 ～ 152,500円 ○ 概ね３年以内

Ｂ１４－２ 13130-279688 ダイワロイヤルホテルシティ　株式会社 フロント業務 5人 Ｎ２レベル 京都勤務の場合は、ＴＯＥＩＣ７００点以上 高専卒・短大卒・大学卒 180,000円 ～ 200,000円 ○ 概ね３年以内

○

○

○

○

○

○

https://www.hellowork.go.jp/servicef/130050.do?screenId=130050&action=commonDetailInfo&kyujinNumber1=27140&kyujinNumber2=%0A00071088&kyushokuUmuHidden=2&kyushokuNumber1Hidden=&kyushokuNumber2Hidden=
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Ｃ１ 27150-162488 植田基工　株式会社 施工管理社員 ２人 日常会話レベル 専修卒・短大卒・大学卒 建築・土木系 235,400円 ～ 251,500円 ○ 概ね３年以内

Ｃ２ 13080-595588 ○ 株式会社　セントメディア 販売業務に伴う通訳翻訳業務 50人 Ｎ２レベル
中国語・韓国語・英語・ベトナム語の

いずれかネイティブレベル
専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 200,000円 ～ 200,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ３－１ 28030-199288 株式会社　ビッグバレーインターナショナル プログラマー・ＳＥ（Ｃａｃｈｅ） ２人 Ｎ３ 大学卒 情報処理系 180,000円 ～ 180,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ３－２ 28030-198188 株式会社　ビッグバレーインターナショナル 人材コーディネーター 5人 Ｎ３ 大学卒 180,000円 ～ 180,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ４－１ 27060-264088 株式会社　エイチピーディコーポレーション リゾートホテル（宿泊ベル・料飲サービス） 30人 Ｎ２ 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒
普通自動車運転免許

（ＡＴ限定可）
入社後の取得でも可

155,000円 ～ 168,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ４－２ 27060-265188 株式会社　エイチピーディコーポレーション 旅館（フロント・レストランサービス） 8人 Ｎ２ 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒 165,000円 ～ 172,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ５ 27030-349188 株式会社　テクノアソシエ 総合職（営業職主体） 10人 日常会話レベル 大学卒・大学院卒
普通自動車運転免許

（取得見込可）（ＡＴ限定可）
216,300円 ～ 225,100円 ○ 概ね３年以内

Ｃ６ 27020-481488 ○ 株式会社　ジャッツ関西 通訳案内業務 3人 Ｎ２レベル
中国語　ネイティブレベル

英語　ＴＯＥＩＣ５００点（程度）以上
専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 187,000円 ～ 187,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ７ 13040-832488 株式会社　サマンサタバサジャパンリミテッド 店頭通訳及び販売業務 5人 Ｎ２レベル
北京語・広東語・韓国語・英語

いずれかネイティブレベル
専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 215,000円 ～ 215,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ８－１ 27100-66288 チコーエアーテック　株式会社 海外営業 1人 能開卒・専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 210,000円 ～ 230,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ８－２ 27100-65188 チコーエアーテック　株式会社 技術 1人 能開卒・専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒

機械工学系：設計製図
電気系：制御プログラム、回路設

計・システム制御
210,000円 ～ 230,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ８－３ 27100-64088 チコーエアーテック　株式会社 製造 1人 能開卒・専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 機械工学系 210,000円 ～ 230,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ９－１ 27030-372488 カワソーテクセル　株式会社 総合職（営業） 1人 Ｎ１レベル 大学卒・大学院卒 200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ９－２ 27030-373088 カワソーテクセル　株式会社 総合職（技術・生産） 1人 Ｎ１レベル 大学卒・大学院卒 化学・工学・機械・電気系 200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ１０－１ 27120-59388 株式会社　日中製作所 設計開発 1人 Ｎ１ 大学卒 理工学系 210,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ１０－２ 27120-58988 株式会社　日中製作所 生産管理 1人 Ｎ１ 中国語　ネイティブレベル 大学卒 210,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ１０－３ 27120-56788 株式会社　日中製作所 営業（総合職） 1人 Ｎ１ 大学卒
普通自動車運転免許

（ＡＴ限定可）
210,000円 ～ 210,000円 × ×

Ｃ１１ 13010-1099188 株式会社　スーパーホテルクリーン 総合職（翻訳・通訳・育成指導） 5人 Ｎ２ 専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 183,800円 ～ 183,800円 ○ 概ね３年以内

Ｃ１２ 27020-529388 ○ 新晃工業　株式会社 総合職 ２人 Ｎ１ ＴＯＥＩＣ７００点 大学卒・大学院卒 理系（工学等） 211,500円 ～ 224,000円 ○ 概ね３年以内

Ｃ１３ 28010-230188 株式会社　ホテルオークラ神戸 サービス職 3人 Ｎ２ 専修卒・短大卒・大学卒 163,400円 ～ 181,500円 ○ 概ね３年以内

Ｃ１４－１ 27020-491188 株式会社　コスモビューティー 営業 5人 Ｎ２レベル 中国語またはベトナム語がネイティブレベル 短大卒・大学卒・大学院卒 246,700円 ～ 261,100円 ○ 概ね３年以内

Ｃ１４－２ 27020-516588 株式会社　コスモビューティー 研究 3人 Ｎ２レベル 中国語またはベトナム語がネイティブレベル 短大卒・大学卒・大学院卒 246,700円 ～ 261,100円 ○ 概ね３年以内

Ｃ１４－３ 27020-524588 株式会社　コスモビューティー
製造・生産管理・購買の

マネジメント職
3人 Ｎ２レベル 中国語またはベトナム語がネイティブレベル 短大卒・大学卒・大学院卒 195,000円 ～ 207,000円 ○ 概ね３年以内

○

○

○

○
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Ｄ１ 27080-147288 ○ 大阪第一交通　株式会社 地域限定総合職 3人 Ｎ１ 英語・中国語・韓国語　ネイティブレベル 大学卒・大学院卒

第１種　普通自動車運転免許
取得後２年以上経過　または、

大型・普通２種免許保持者
（ＡＴ限定可・入社時までに）

225,000円 ～ 225,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ２－１ 26020-331988 ヒューマンウェア　株式会社　京都事業所 ＩＴ事務 ２人 Ｎ３ 能開卒・専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 情報処理関連科目 210,000円 ～ 220,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ２－２ 26020-332388 ヒューマンウェア　株式会社　京都事業所 システム開発 ２人 Ｎ３ 能開卒・専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 情報処理関連科目 210,000円 ～ 220,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ２－３ 26020-333488 ヒューマンウェア　株式会社　京都事業所 システム運用 ２人 Ｎ３ 能開卒・専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 情報処理関連科目 210,000円 ～ 220,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ２－４ 26020-334088 ヒューマンウェア　株式会社　京都事業所 ソフトウェア検証 2人 Ｎ３ 能開卒・専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 情報処理関連科目 210,000円 ～ 220,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ３－１ 27020-509888 モラブ阪神工業　株式会社 技術職 20人 日常会話レベル 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 理系 180,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ３－２ 27020-513088 モラブ阪神工業　株式会社 情報処理ＰＧ・ＳＥ 10人 日常会話レベル 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 情報系 180,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ３－３ 27020-511388 モラブ阪神工業　株式会社 機械設計 5人 日常会話レベル 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 理系 180,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ３－４ 27020-512488 モラブ阪神工業　株式会社 電気電子設計 5人 日常会話レベル 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 理系 180,000円 ～ 196,500円 ○ 概ね３年以内

Ｄ３－５ 27020-514188 モラブ阪神工業　株式会社 建築・土木 5人 日常会話レベル 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 理系 180,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ３－６ 27020-510988 モラブ阪神工業　株式会社 研究開発 5人 日常会話レベル 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 理系 180,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ４ 27020-517888 株式会社　ピー・キューブ 企画　制作 ２人 Ｎ２レベル
中国語・英語ネイティブレベル

（上記言語以外は、履修科目が必須）
映像等業務に
関連する科目

170,000円 ～ 170,000円 ○ 概ね５年以内

Ｄ５ 27020-519688 ○ 株式会社　マコト電気 社内ＳＥ職 1人 Ｎ２ 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 情報系・電気系 193,200円 ～ 217,200円 ○ 概ね３年以内

Ｄ６ 13070-450188 ○ 合同会社　ＰＶＨジャパン アパレル販売 10人 Ｎ１レベル 専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 190,000円 ～ 190,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ７ 27070-198188 ○ タツタ電線　株式会社 海外営業職 1人 Ｎ２レベル
英語または中国語　ビジネスレベル

（英語はＴＯＥＩＣ７５０点以上）
大学卒・大学院卒 211,400円 ～ 235,670円 × ×

Ｄ８ 27040-96888 日立造船　株式会社 総合職 3人 Ｎ２レベル
ＡＳＥＡＮ諸国または、ヒンディ語の

いずれかネイティブレベル
高専卒・大学卒・大学院卒 191,000円 ～ 237,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ９ 27020-531288 株式会社　きんでん 総合職（技術職） 5人 日常会話レベル 高専卒・大学卒・大学院卒
電気・電子・情報・通信・計測・制

御・機械・衛生・建築・土木等
187,000円 ～ 224,000円 × ×

Ｄ１０ 27020-530188 ○ 株式会社　ヒラタ 総合職 3人 Ｎ１レベル
中国語・韓国語・英語・ベトナム語・タガログ語の

いずれかネイティブレベル
短大卒・大学卒・大学院卒

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

210,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ１１ 27010-508288 ○
株式会社　近鉄・都ホテルズ

シェラトン都ホテル大阪
サービススタッフ 3人 Ｎ２レベル 短大卒・大学卒 161,500円 ～ 181,500円 ○ 概ね３年以内

Ｄ１２ 23020-707688 ○ 株式会社　ジェイテクト　名古屋本社 技術系総合職 3人 Ｎ２ 高専卒・大学卒・大学院卒
機械・精密・電気・電子・情報・

材料・物理
181,000円 ～ 229,000円 × ×

Ｄ１３ 17010-639488 ○ 株式会社　ブランドオフ 接客販売（関西エリア） 5人 Ｎ２ 専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 193,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｄ１４ 27080-146188 ○ タケモトピアノ　株式会社 海外営業 ２人 Ｎ３
英語・中国語・スペイン語・ロシア語等
（英語はＴＯＥＩＣ７００点以上レベル）

大学卒・大学院卒 200,000円 ～ 200,000円 ○ 概ね３年以内
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外国人留学生就職面接会２０１８　参加企業一覧

日本語 日本語以外

賃金
既卒者
応募

申込番
号

企　業　名 職　　種
求
人
数

担当者
から
一言

既卒者応募
求人票が
見れます

言語スキル

学歴・履修科目 履修科目 必要な資格

Ｅ１ 13080-602688 ○ 株式会社  レオパレス21 総合職（営業職） ２人 Ｎ２レベル タイ語・ベトナム語　日常会話レベル 専修卒・大学卒・大学院卒 180,000円 ～ 220,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ２-1 27030-388988 大正医科器械　株式会社 事務職 1人 Ｎ２ 英語　ネイティブレベル 大学卒 195,000円 ～ 195,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ２-2 27030-389388 大正医科器械　株式会社 医療機器テスターメンテナンス 1人 日常会話レベル 大学卒 工学・理学 196,000円 ～ 196,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ３ 27010-517288 ○ サクラインターナショナル　株式会社 総合職 5人 Ｎ１レベル 専修卒・高専卒・短大卒・大学卒・大学院卒 205,000円 ～ 220,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ４－１ 27040-167588 叶商事　株式会社 事務 2人 日常会話レベル
中国語・台湾語・広東語・英語の

いずれかネイティブレベル
大学卒 200,000円 ～ 200,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ４－２ 27040-168888 叶商事　株式会社 総合職 1人 日常会話レベル
中国語・台湾語・広東語・英語の

いずれかネイティブレベル
大学卒 200,000円 ～ 200,000円 ○ 概ね３年以内

E５ 27160-23488 ○ 株式会社　エムジェイテック 技術分野 1人 Ｎ３ 短大卒・大学卒 理系 191,500円 ～ 215,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ６ 13010-1081188 ○ アノテーション　株式会社 エンジニア ２人 Ｎ３ 短大卒・大学卒・大学院卒 情報システム・ネット関連等履修 205,000円 ～ 205,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ７ 27010-499988 ○ 枚岡合金工具　株式会社 プログラマー・サポート 1人 Ｎ２ 専修卒・高専卒・大学卒・大学院卒
情報処理・

プログラミング
基礎情報技術者 192,000円 ～ 230,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ８ 13030-189288 青山商事　株式会社　人材開発部 販売職 15人 Ｎ１レベル 中国語　ネイティブレベル 専修卒・短大卒・大学卒 184,100円 ～ 212,080円 ○ 概ね３年以内

Ｅ９－１ 27010-501788 株式会社　サンウェル 海外・国内営業 1人 Ｎ２レベル
中国・韓国・香港・台湾・タイ・ベトナム等アジア全

域
及び北米・欧州のいずれかネイティブレベル

大学卒 217,000円 ～ 217,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ９－２ 27010-500888 株式会社　サンウェル 貿易事務 1人 Ｎ２レベル
中国・韓国・香港・台湾・タイ・ベトナム等アジア全

域
及び北米・欧州のいずれかネイティブレベル

大学卒 217,000円 ～ 217,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ１０－１ 27020-504488 株式会社　中央電機計器製作所 ソフトウェア設計職（ＳＥ・ＰＧ） 1人 Ｎ２レベル
タイ語ビジネスレベル

または、中国語ネイティブレベル
専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 190,000円 ～ 220,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ１０－２ 27020-505088 株式会社　中央電機計器製作所 ハードウェア設計職 1人 Ｎ２レベル
タイ語ビジネスレベル

または、中国語ネイティブレベル
専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 理工系 190,000円 ～ 220,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ１０－３ 27020-503388 株式会社　中央電機計器製作所 海外営業 1人 Ｎ２レベル
タイ語ビジネスレベル

または、中国語ネイティブレベル
専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 213,000円 ～ 240,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ１１－１ 27130-45088 ユニオンケミカ―　株式会社 生産技術 1人 Ｎ５ 英語または中国語　日常会話レベル 大学卒・大学院卒 理系 200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ１１－２ 27130-44488 ユニオンケミカ―　株式会社 研究開発・商品開発 1人 Ｎ５ 英語または中国語　日常会話レベル 大学卒・大学院卒 化学系 200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ１１－３ 27130-43388 ユニオンケミカ―　株式会社 海外営業 1人 Ｎ５ 英語または中国語　日常会話レベル 大学卒・大学院卒 文系 200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ１１－４ 27130-42988 ユニオンケミカ―　株式会社 総務 1人 Ｎ５ 英語または中国語　日常会話レベル 大学卒・大学院卒 文系 200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ１１－５ 27130-41688 ユニオンケミカ―　株式会社 品質保証 1人 Ｎ５ 英語または中国語　日常会話レベル 大学卒・大学院卒 理系 200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ１２ 27030-381088 ○ 株式会社　アイビック 通訳・翻訳（中国語・ベトナム語） ２人 Ｎ２ 中国語またはベトナム語　ネイティブレベル 専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 200,000円 ～ 210,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ１３ 27030-380488 ○ 株式会社  コージィコーポレーション 子供服「ＢＡＢＹＤＯＬＬ」の販売・店舗業務 ２人 Ｎ２ 専修卒・短大卒・大学卒・大学院卒 185,000円 ～ 195,000円 ○ 概ね３年以内

Ｅ１４ 27020-549288 株式会社　ロイヤルホテル サービス職 ２人 Ｎ１ 英語　日常会話レベル 大学卒・大学院卒 192,000円 ～ 192,000円 × ×

○

○
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