≪外国人留学生対象

■日程

合同企業説明会 LANDS Job Fair のご案内≫

2014 年 1 月 12 日（日）12：00～17：00

■会場

追手門学院

大阪城スクエア

大手前ホール

（大阪府大阪市中央区大手前 1-3-20）

■地図

<http://www.otemon-osakajo.jp/outline/index.html>

http://www.otemon-osakajo.jp/outline/index.html

■対象
・2014 年 4 月～2015 年 3 月までに卒業・修了予定の外国人留学生
・2014 年 3 月卒業・修了予定の外国人留学生（特定活動等において就職活動継続予定者）

■参加費

無料

■参加方法
以下の企業研究セミナーに参加するためには事前の参加予約が必要です。
参加ご希望の方は、以下のウェブサイトよりお申込みください。
<http://lands-navi.com/jobfair.php> http://lands-navi.com/jobfair.php

■参加企業

20 社

・アークレイ株式会社（医療機器）http://www.arkray.co.jp/
・旭化成（化学・繊維） <http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/index.html>
http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/index.html
・荒川化学工業株式会社（化学） <http://www.arakawachem.co.jp/jp/>
http://www.arakawachem.co.jp/jp/
・株式会社エクセディ（自動車用部品） <http://www.exedy.com/ja/index/>
http://www.exedy.com/ja/index/
・オークマ株式会社（生産用機械器具（工作機械）
） <http://www.okuma.co.jp/>
http://www.okuma.co.jp/
・キッコーマン株式会社（食品） <http://www.kikkoman.co.jp/> http://www.kikkoman.co.jp/
・株式会社クラレ（樹脂・化学・繊維） <http://www.kuraray.co.jp/> http://www.kuraray.co.jp/
・シスメックス株式会社（医療機器） <http://www.sysmex.co.jp/> http://www.sysmex.co.jp/
・住友電気工業株式会社（非鉄金属） <http://www.sei.co.jp/index.ja.html>
http://www.sei.co.jp/index.ja.html

・大日本スクリーン製造株式会社（精密機器） <http://www.screen.co.jp/>
http://www.screen.co.jp/
・株式会社竹中工務店（総合建設） <http://www.takenaka.co.jp/> http://www.takenaka.co.jp/
・東洋ゴム工業株式会社（タイヤ・自動車部品・ゴム） <http://www.toyo-rubber.co.jp/>
http://www.toyo-rubber.co.jp/
・東洋紡株式会社（繊維・化学）http://www.toyobo.co.jp/
・日本写真印刷株式会社（印刷・機械）http://www.nissha.co.jp/
・日本電産株式会社（半導体・電子・電気機器） <http://www.nidec.com/ja-JP/>
http://www.nidec.com/ja-JP/
・日本ペイント株式会社（化学） <http://www.nipponpaint.co.jp/>
http://www.nipponpaint.co.jp/
・株式会社ノエビア（化粧品） <http://www.noevir.co.jp/index.htm>
http://www.noevir.co.jp/index.htm
・株式会社阪急阪神百貨店（百貨店） <http://www.hankyu-hanshin-dept.co.jp/>
http://www.hankyu-hanshin-dept.co.jp/
・株式会社ユタックス（繊維・機械） <http://www.utax.co.jp/index.html>
http://www.utax.co.jp/index.html
・ローランド ディー．ジー．株式会社（コンピュータ周辺機器） <http://www.rolanddg.co.jp/>
http://www.rolanddg.co.jp/

■お問い合わせ
株式会社ロジックアンドサプライズ
TEL：06-7493-0513

E-mail:

<mailto:info@lands-navi.com> info@lands-navi.com

*****************************************************
株式会社ロジックアンドサプライズ
〒661-0967 兵庫県尼崎市浜 2-5-10 中井ビル
TEL：06-7493-0513

FAX：06-6499-9191

E-mail： <mailto:info@lands-navi.com> info@lands-navi.com
外国人・留学生・グローバル人材の就職支援サイト
LANDS－NAVI（ランズナビ）

<http://www.lands-navi.com> http://www.lands-navi.com

*****************************************************

[ LANDS Job Fair for international students ]

*

When : Sunday, 12th January 2014

12:00-17:00

*

Where: Otemae Hall at Otemon Gakuin Osaka Castle Square

*

Address: Osaka Prefecture, Osaka City, Chuo Ward, Otemae, 1?3?20

*

Map:

<http://www.otemon-osakajo.jp/outline/index.html>

http://www.otemon-osakajo.jp/outline/index.html
*

Open to international students who grad from March 2014 to March 2015

*

Fee: Free

---Inquires and registration---

To participate in the recruiting seminars, registration is required in advance.
Please register on

<http://lands-navi.com/jobfair.php>

http://lands-navi.com/jobfair.php
Or please send an e-mail to

<mailto:info@lands-navi.com> info@lands-navi.com , including

your full name, university, faculty and grade.

---Companies in attendance---

*

ARKRAY, Inc.

<http://www.arkray.co.jp/english/>

http://www.arkray.co.jp/english/

*

Asahi Kasei Corp.

<http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/>

http://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/

*

ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

<http://www.arakawachem.co.jp/en/>

http://www.arakawachem.co.jp/en/

*

EXEDY Corporation

<http://www.exedy.com/en/index/>

http://www.exedy.com/en/index/

*

Okuma Corporation

<http://www.okuma.co.jp/english/index.html>

http://www.okuma.co.jp/english/index.html

*

Kikkoman Corporation

<http://www.kikkoman.com/index.shtml>

http://www.kikkoman.com/index.shtml

*

KURARAY CO., LTD.

<http://www.kuraray.co.jp/en/> http://www.kuraray.co.jp/en/

*

SYSMEX CORPORATION

*

Sumitomo Electric Industries, Ltd. <http://global-sei.com/>

<http://www.sysmex.co.jp/en/> http://www.sysmex.co.jp/en/

http://global-sei.com/

*

Dainippon Screen Mfg. Co., Ltd.

<http://www.screen.co.jp/eng/index.html>

http://www.screen.co.jp/eng/index.html

*

Takenaka Corporation

<http://www.takenaka.co.jp/takenaka_e/>

http://www.takenaka.co.jp/takenaka_e/

*

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

<http://www.toyo-rubber.co.jp/english/index.html>
http://www.toyo-rubber.co.jp/english/index.html

*

TOYOBO CO., LTD.

<http://www.toyobo-global.com/>

http://www.toyobo-global.com/

*

Nissha Printing Co., Ltd. <http://www.nissha.co.jp/english/index.html>

http://www.nissha.co.jp/english/index.html

*

NIDEC CORPORATION

<http://www.nidec.co.jp/english/index.html>

http://www.nidec.co.jp/english/index.html

*

Nippon Paint Co., Ltd.

<http://www.nipponpaint.co.jp/index_e.html>

http://www.nipponpaint.co.jp/index_e.html

*

Noevir Holdings Co., Ltd.

<http://www.noevirholdings.co.jp/english/index.htm>
http://www.noevirholdings.co.jp/english/index.htm

*

HANKYU HANSHIN DEPARTMENT STORES, INC.

<http://www.hankyu-hanshin-dept.co.jp/> http://www.hankyu-hanshin-dept.co.jp/

*

UTAX.CO.,LTD

<http://www.utax.co.jp/index.html>

http://www.utax.co.jp/index.html

*

Roland DG Corporation

<http://www.rolanddg.com/> http://www.rolanddg.com/

Should you have any questions or concerns regarding Job Fair and job hunting in Japan,
please do not hesitate to contact us

<mailto:info@lands-navi.com> info@lands-navi.com.

**********************************
Logic and Surprise co.,ltd.
Nakai Bldg. 2-5-10 Hama,Amagasaki-City,Hyogo,Japan
TEL:+81 6 7493 0513 FAX:+81 6 6499 9191
E-mail:

URL:

<mailto:info@lands-navi.com> info@lands-navi.com

<http://www.lands-navi.com> http://www.lands-navi.com

**********************************

