
皆様、こんにちは！      

Dear international students!    

外国籍留学生を積極的に採用する企業が参加する、JOB フェアのご案内です。    

This time, we would like to announce the JOB fair for international students.   

Companies willing to hire international students are participating!   

 

■申込方法／How to apply:    

以下の URL よりエントリーをお願いいたします。    

Please apply from the URL below.    

 

https://www.tieccareerforum.com/registration/    

 

■実施形式／Form of the seminar:    

オンライン（ZOOM）での実施となります。    

Seminars are online (Zoom).    

 

＜留学生採用に興味がある企業のオンライン JOB フェア ＞   

＜Online job fair for international students willing to work in Japanese companies．

＞   

■日時／Date:    

2023 年 3 月 8 日（水）13 時 00 分～18 時 00 分    

2023 March 8th (Wed) 13:00-18:00    

■スケジュール／Schedule:   

・13:00~13:45：亀田製菓株式会社／KAMEDA SEIKA CO.,LTD       

・14:00~14:45：株式会社ニトリ／NITORI Co., Ltd.   

・15:00~15:45：株式会社アズビル／Azbil Corporation   

・16:00~16:45：株式会社森六ホールディングス／Moriroku Holdings Company, Ltd.   

・17:00~17:45：株式会社パソナグループ／Pasona Group Inc.   

 

■出展企業紹介／Exhibitors:   

①亀田製菓株式会社／KAMEDA SEIKA CO.,LTD       

【事業内容／Type of Business】   

食品メーカー／Food manufacturers   

【募集職種／Job Openings】   

・R＆D／R&D   

・営業／Sales   



【採用対象／Target employee】   

大卒・修士卒・博士卒   

University Graduate, Master's Degree, Doctoral Degree   

【対象卒業年／Graduation year】   

・2024 年 3 月卒業予定者・2024 年以降卒業予定者   

Students who are expected to graduate in March 2024 or later   

【言語能力／Language Proficiency】   

日本語能力試験 N2 取得程度以上   

JLPT N2 certification or higher   

【メッセージ／Message】   

「グローバル・フード・カンパニー」の実現に向けて、積極的にグローバル人材を採用

しています。   

We are actively hiring international talent to make our brand a "global food 

company."   

 

②株式会社ニトリ／NITORI Co., Ltd.   

【事業内容／Type of Business】   

家具・インテリア用品（ホームファニシング商品）の企画・販売、新築住宅のコーディネ

ート、海外輸入品・海外開発商品の販売事業   

Planning and selling furniture and interior supplies (home furnishing products), 

coordinating new housing, sales business of overseas imports and overseas 

development products   

【募集職種／Job Openings】   

IT 専門職採用（入社後に適性を見ながら情報部署内で配属が決まります）   

IT professional hiring (after joining the company, you will be assigned within the 

information department while your aptitudes are observed)   

【採用対象／Target of employment】   

専門卒：短大卒・大卒・修士卒・博士卒   

Specialized Graduates, Junior College Graduate, University Graduate, Master's 

Degree, Doctoral Degree   

【対象卒業年／Graduation year】   

既卒・2024 年 3 月卒業予定者・2024 年以降卒業予定者   

Those who have already graduated   

those planning to graduate in March 2024 or later   

【言語能力／Language Proficiency】   

不問（日本語能力問わず）   



No requirement (regardless of Japanese ability)   

 

③株式会社アズビル／Azbil Corporation   

【事業内容／Type of Business】   

計測・制御機器メーカー、オートメーションメーカー   

Measurement and control equipment manufacturers, automation manufacturers   

【募集職種／Job Openings】   

開発職（研究開発、製品開発（機械・電気・情報など））   

営業職（プラントや工場といったお客様へ製品やシステムの提案実施）Development 

positions: R&D, product development (mechanical, electrical, information, etc.), Sales 

staff (proposing products and systems to customers such as plants and factories)   

【採用対象／Target of employment】   

大卒・修士卒・博士卒   

University Graduate, Master's Degree, Doctoral Degree   

【対象卒業年／Graduation year】   

・既卒・2024 年 3 月卒業予定者・2024 年以降卒業予定者   

Those who have already graduated   

those planning to graduate in March 2024 or later   

【言語能力／Language Proficiency】   

日本語能力試験 N2 取得程度以上   

JLPT N2 certification or higher   

【メッセージ／Message】   

2023 年卒は合計１１名の外国人材を採用。2024 年卒も 10 名以上の採用を目指して

います。オートメーションの技術で、世界中を一緒に快適にしていきましょう！We will 

hire 11 foreigners among the 2023 graduates, and we are aiming to hire more than 

10 people among the 2024 graduates. Let's make the world comfortable together 

with automation technology!   

 

④株式会社森六ホールディングス／Moriroku Holdings Company, Ltd.   

【事業内容／Type of Business】   

ファインケミカル商品、化粧品原料、機能樹脂・樹脂添加剤、フード&ヘルスケア   

Fine Chemical Products, Cosmetic Raw Materials, Functional Resins and Resin 

Additives, Food & Healthcare   

【募集職種／Job Openings】   

総合職（機械工学系、化学系の専攻の ご活躍いただけます！）   

Career-track positions (mechanical engineering and chemistry majors can play an 



active role!) ）   

【採用対象／Target of employment】   

専門卒・大卒・修士卒・博士卒   

Specialized Graduate, University Graduate,  Master's Degree   

【対象卒業年／Graduation year】   

・既卒   

・2024 年 3 月卒業予定者   

Those who have already graduated   

those planning to graduate in March 2024   

【言語能力／Language Proficiency】   

日本語能力試験 N2 程度以上   

JLPT N2 certification or higher   

【メッセージ／Message】   

化学品の専門商社である森六ケミカルズと、自動車部品メーカーである森六テクノロ

ジーを軸に展開している東証プライム上場企業です。   

Moriroku Chemicals, a trading company specializing in chemical products, and 

Moriroku Technology, an automotive parts manufacturer, are companies listed on the 

Prime of the Tokyo Stock Exchange.   

 

⑤株式会社パソナグループ／Pasona Group Inc.   

【事業内容／Type of Business】   

・人材紹介・人材派遣・地方創生事業   

Recruitment, temporary staffing, and regional revitalization   

【募集職種／Job Openings】   

総合職   

Career-track   

【採用対象／Target of employment】   

大卒・修士卒・博士卒   

University Graduate, Master's Degree, Doctoral Degree   

【対象卒業年／Graduation year】   

・既卒・2024 年 3 月卒業予定者・2024 年以降卒業予定者   

Those who have already graduated   

those planning to graduate in March 2024 or later   

【言語能力／Language Proficiency】   

日本語能力試験 N2 取得程度以上   

その他の言語も歓迎   



JLPT N2 certification or higher   

Other languages are also welcome   

【メッセージ／Message】   

私たちパソナグループの仕事は、『人を活かす』こと、人々の心豊かな生活の創造、

すなわち『ライフプロデュース』です。   

Pasona Group mission is to "make the most of people" and create spiritually 

enrichment in everyone’s life.   

-------------------------------------------------        

すでにお申込みいただいた方は再度エントリーする必要はございません。    

If you have already applied, there is no need to re-apply.    

 

是非エントリーをしていただき、一緒に就職活動を成功させましょう！    

Please send us your application and we will help you succeed in your job hunting 

process!    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊   

 

 


