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    ～ 外国人積極採用企業５０社出展 ～ 

    【JOB 博】外国人留学生のための合同企業説明会 

  https://www.pasona-global.com/jobhaku/index.html 

………………………………………………………………………………… 

 

■日時： 2014年 1月 18日（土）東京会場 開場 10:30 終了 18:00  

     2014年 1月 25日（土）大阪会場 開場 10:30 終了 18:00  

 

■場所： 東京会場：パソナグループ本部 東京都千代田区大手町 2-6-4 

          JR東京駅 徒歩 3分 

          https://www.pasona-global.com/jobhaku/venue.html 

      大阪会場：パソナグループビル 大阪市中央区淡路町 4-2-15 

          御堂筋線 本町駅 徒歩 3分          

       

■対象： 大学・大学院・短大・専門学校に在籍中の外国人留学生の方 

      （2015年卒業予定、2014 年卒業予定 及び 2013年以前に卒業した方） 

 

■参加予約方法：JOB博ホームページから 

         ▼ ▼ ▼ 

 https://www.pasona-global.com/jobhaku/index.php 

 

■イベント内容 

 

＜オープニング特別講演＞ 

   前文化庁長官 近藤 誠一 氏 

     「グローバル社会で活躍するために」 

 

＜企業ブース＞ 

   参加企業がブース内で個別に会社説明会を実施します。 

   事業内容や今後の選考案内といった説明会が行われます。 

        ※企業一覧 

    ・みずほフィナンシャルグループ 

    ・ソフトバンクグループ 

    ・パナソニック株式会社 

    ・日本電気株式会社 

    ・積水メディカル株式会社 

    ・株式会社 LIXIL 
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    ・太陽日酸株式会社 

    ・旭硝子株式会社 

    ・株式会社ノエビア 

    ・トタニ技研工業株式会社 

    ・ミネベア株式会社 

    ・日東電工株式会社 

    ・株式会社アルゴー 

    ・ベンダーサービス株式会社 

    ・株式会社グッドラックスリー 

     含む約 50社予定 

 

＜企業セミナー＞【要予約】 

 1回 60 分の着席型セミナー。じっくりと企業の話を聞くことができます。 

       ▼企業セミナー詳細・予約はこちらから▼ 

    https://www.pasona-global.com/jobhaku/seminar.php 

 

＜入退場自由のセミナー＞ 

・Global Rookies Cafe 

 母国帰国・日本就職相談デスク（英・日・中）、 

 ビジネス日本語・就活マナー講座など、就職活動に役立つセミナーを開催。 

 これからの就職活動を一歩リードしよう！ 

 

 

─――――――──────――――――――――――――――― 

■問合せ先 

株式会社パソナ グローバル事業部 

  JOB博事務局  担当 安枝・笠原 

Tel ： 0120-837-244 / 03-6734-1270 

Mail： globaljob@pasona.co.jp 

〒100-8228 東京都千代田区大手町 2-6-4 

─――――――──────――――――――――――――――― 
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■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

 ［Japan's Largest] Job Fair for International Students 

 who wish to work in Japan or in your home country 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

 

We are holding the largest job fair in Japan featuring 50 companies who want to hire 

international students. 

 

It will take place in 2 big cities: Tokyo on 18th January, 2014 and Osaka on 25th January, 

2014. 

 

▼We are currently accepting applications!▼ 

 

【Job Fair for International Students】 

https://www.pasona-global.com/jobhaku/index_en.php 

 

・ This will be a great chance to meet with companies  

     where you can work actively with Japan and your home country. 

 

・ You will be able to ask questions  

     that you cannot typically ask at company information seminars. 

 

・ You will be meeting many international students,  

     giving you the chance to exchange information about job hunting in Japan. 

 

 

【Participating Companies】 

・SoftBank Group 

・Panasonic Corporation 

・NEC Corporation 

・SEKISUI MEDICAL CO.,LTD. 

・LIXIL Corporation 

・TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION 

・Asahi Glass Co.,Ltd. 
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・Noevir Holdings Co.,Ltd. 

Etc. 

 

We are also recuiting for internships on this day.  

 

This is a golden opportunity to work with a Japanese company.  

 

Apply now with your friends at the link provided above! 
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