入場無料

見学自由

Admission free

先行予約

Feel free to have
a look around

Make an appointment

2016/2017 年春に卒業予定の外国人留学生、
今後熊本での就職を考えている外国人留学生の皆様へ

外国人留学生 のための
のための

就 職フェア 
Job Fair for International Students

719

欢迎参加为留学生举办的就业说明会
외국인 유학생을 위한 취업 합동 설명회

2015年

月

SUN
（日）
日

13：00 16：30（受付12：30〜）
くまもと県民交流館パレア 10F パレアホール

Kumamoto Kenmin Koryukan PAREA Hall

■出展企業 Companies…etc ※Infomation will be updated at anytime
企業情報

会社名
Company Name

重光産業(味千ラーメン）

SHIGEMITSU INDUSTRY CO., LTD.

杉養蜂園

SUGI YOUHOUEN CO., LTD.

天翔物産

TENSHOBUSSAN CO., LTD.

村田産業LED事業部

MURATA INDUSTRY CO., LTD.

タイヘイテクノス【平田機工グループ】
TAIHEI TECHNOS CO., LTD.

Company Information (Industry)
「味千ラーメン」
等の製造、
販売。
海外へのフランチャイズ展開。

manufacturing, distributing and franchising of Ajisen-Ramen

蜂蜜ローヤルゼリー・プロポリス等の製造及び販売、
化粧品の製造及び販売他
Manufacturing and selling of royal jelly, propolis and cosmetics
中華惣菜、
中華弁当、
飲茶の製造販売、
ファーストフードの製造販売・食料品材料・工業用原材料の輸出
入業務・機械部品製造等
（海外工場）

Chinese side dish , lunch , Dim Sum of production and sales , etc. Food materials and
industrial raw materials of import and export business

LED照明 Luzyシリーズ製造販売/半導体電子部品製造・検査
LED lighting Luzy series production and sales
Semiconductor electronic components manufacturing and inspection,etc

制御部品、電子部品、機構部品の販売/各種生産設備の設計・製作
Control parts , electronic components , sales of mechanical components
Design and manufacture of various types of production equipment,etc

関わりのある国
Connective Countries
China、
Hong Kong、
Singapore、
Thailand、
America、
Canada、
philippines、
Australia、
Taiwan、
Malaysia、
Vietnam、
Cambodia、
Mongol

Taiwan、
Singapore
China
Vietnam
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Southeast Asia

And more!!

「先輩が語る就職活動のコツ、
Special
日本企業に就職して気づいたこと」
Presentation Impression and secrets through job hunting and working in Japanese companies
■外国人留学生のための就職相談コーナー

■特別講座

Employment Consultation Corner

先行予約

▶名前 name
▶大学名 University
▶学年 school grade
■主催
熊本県

➡
km-event@mynavi.jp

Make an reservation

Entry Now!

大学コンソーシアム熊本
熊本留学生交流推進会議
■後援
九州経済産業局
一般社団法人

先行予約
専用 QR
コード

先着

100 名 QUO カードプレゼント !

You can get QUO CARDS to the ﬁrst 100 people!

：問い合わせ先

「外国人留学生のための就職フェア」運営事務局（株式会社マイナビ熊本支部 内）
TEL：096-312-3790 FAX：096-327-2340
E-mail： km-event@mynavi.jp

Admission free Make an appointment

2016年春に卒業予定の外国人留学生、
県内企業等への就職に興味を持つ外国人留学生対象

外国人留学生向け
就職活動ノウハウ講座
〜Lecture of job hunting for foreign students〜

7月28

2015年



会場：熊本市国際交流会館
時間：18:00〜20:00（予定）

概要：より高い就職率を目指すため、日本企業の採用傾向、必要なビジネス
マナーなどの基本事項から、実践的な各選考ステップの対策までをお伝え
いたします。

日（火）

You can get know-hows such as the trend of japanese companies,business etiquette,how to get the jobs.

外国人留学生個別面談会

〜Meetings with foreign students and companies〜

8月12

2015年

日（水）



会場：熊本市国際交流会館
時間：13:00〜16:00（予定）
概要：外国人留学生を採用予定の企業と直接、面接を
行っていただきます。

You can meet and have an interview with the companies
who will be scheduled to employ foreign students .

<予約方法〜how to make a reservation〜＞
上記イベントに参加を希望される方は、こちらのQRコードを読み取り、名前、学校名、
参加を希望するイベントを記入のうえ、メールにてお申し込みください。

Entry Now!

if you would like to attend this event, please send e-mail to following address
with the required information below
1)Full Name 2)School Name 3)Lecture or meeting or both

問い合わせ／申し込み先：
「外国人留学生のための就職フェア」運営事務局
〒860-0805 熊本市中央区桜町1-20 西嶋三井ビルディング14F（株式会社マイナビ内）
TEL:096-312-3790 ／E-mail: km-event@mynavi.jp

