外国⼈留学⽣対象
北陸３県・⻑野県合同
就職相談会・企業研究会

松本
会場

北陸３県、⻑野県
企業

28社参加

開催︕!

北陸３県(⽯川県、福井県、富⼭県)、
⻑野県の企業が⼀⻫に集まる就職相談会・
企業研究会を開催します。
事業内容はもちろん、就職活動に関して
聞いてみたいこと、疑問に思っていることを
どんどん聞いてみましょう。
北陸３県及び⻑野県の魅⼒的な企業を発⾒する
絶好の機会です。
ぜひご参加ください︕︕
開催⽇時

平成30年12⽉９⽇（⽇）13時30分〜17時10分
（受付13時00分〜）
開催場所 信州⼤学松本キャンパス（⻑野県松本市旭 3-1-1）
旭総合研究棟 9 階講義室 A・B・C、修⼠講義室、
チュートリアルルーム
参加企業 北陸３県及び⻑野県に事業所を置く企業
社
無料(会場への旅費や宿泊費は⾃⼰負担)
参加費
内 容 ・企業 PR タイム（１社１分）
参加企業が１分で企業ＰＲを⾏います。
・企業研究会・就職相談会（30分×５回）
参加企業のブースを訪問して企業の説明を聞いたり、
聞きたいことを質問しましょう。
1 回あたり 30分で、30分経過後、他の企業ブースを
訪問します。
・個別カウンセリング
就職活動に関する質問に１対１でお答えします。
就職活動に関する悩みや疑問などなんでもお聞きください。
・在留資格に関する相談ブース
在留資格に関して⾏政書⼠に相談ができます。
就職にあたって必要となる在留資格の変更について、
わからないことがあれば聞いてみましょう。
・⽇本の労働関係法令や社会保障制度に関する相談ブース
⽇本の「年功序列制度」や「社会保険制度」に関して
社会保険労務⼠に質問・相談ができます。わからない
ことや知りたいことがあれば聞いてみましょう。

28

参加対象者、参加申込⽅法等
参加対象者 北陸３県、⻑野県等の
学校に通う外国⼈留学⽣
(学年及び学部は問いません。)

申込⽅法

右記QR コードまたは
下記のURLからアクセスし、
必要事項にご記⼊の上お申込み
ください。

https://goo.gl/forms/jckt33pNFewBwibE2

お問合せ
⾦沢⼤学留学⽣就職促進プログラム
Email︓
kagayaki-jimu@adm.kanazawa-u.ac.jp

主催 ⽯川県、福井県、富⼭県、⻑野県
共催 「かがやき・つなぐ」北陸・信州留学⽣就職促進プログラム

【松本会場】外国人留学生対象北陸３県・長野県合同就職相談会・企業研究会 参加企業
社名
石
川
県
企
業

富
山
県
企
業

長
野
県
企
業

会社ホームページ
（URL）

業種

1

絹川工業株式会社

http://www.kinukawa.co.jp/

鉄工・鉱業・機械製造業

2

株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ

https://www.agorahospitalities.com

旅行・ホテル・旅館業

1

株式会社東洋電制製作所

https://www.toyodensei.co.jp/

電気機械器具製造業

2

株式会社山口技研

http://www.yamaguchi-giken.com

製造業

3

中川株式会社

http://www.nakagawa-tex.jp

繊維製造業

4

株式会社 大西商事

http://www.usa.jp

サービス業

5

住澤塗装工業株式会社

http://www.sumizawa.co.jp

建設業

1

株式会社エーアイテック

http://a-i-tec.co.jp/

製造業

2

日本電産サンキョー株式会社

https://www.nidec-sankyo.co.jp

電気・精密機器の開発・製造・販売

3

株式会社エー・トゥー・ゼット

http://www.atoz-ed.com/
https://nagajob.co.jp/

教育・学習支援業、人材紹介派遣業

4

ヨコタインターナショナル株式会社

https://www.yic.co.jp

小売業

5

カイシン工業株式会社

http://kaisin-g.com/

製造業

6

多摩川精機株式会社

https://www.tamagawa-seiki.co.jp/

電機機械器具製造業

7

新光電気工業株式会社

https://www.shinko.co.jp

製造業

8

赤田工業株式会社

http://www.akada.jp/

製造業

9

日信工業株式会社

http://www.nissinkogyo.co.jp/

製造業

10

一般財団法人ニッセンケン品質評価セン
ター

https://nissenken.or.jp/

繊維

11 日精樹脂工業カブシキガイシャ

https://www.nisseijushi.co.jp/

製造業

12 セイコーエプソン株式会社

https://www.epson.jp/recruit/

製造業（電気機器、精密機器）

13 株式会社ユニオンプレート

http://www.union-plate.co.jp/

製造業

14 株式会社ナショナルツール

http://www.n-tool.co.jp/

製造業

15 日精エー・エス・ビー機械株式会社

http://www.nisseiasb.co.jp/ja/

製造業

16 アスザックグループ

http://www.asuzac.co.jp/

製造業

17 日置電機株式会社

https://recruit.hioki.co.jp/

重電・産業用電気機器

For non-Japanese Students

Job Hunting Consultation
Company Research Seminars

28

Companies

From Ishikawa,

Now Open!!

Fukui, Toyama
and Nagano

DEC.
9Th
(SUN)

Matsumoto
Venue
We will hold job hunting consultation
meeting and company research
meeting regarding to Hokuriku 3
prefecture and Nagano prefecture.
Come and join sections so you can find
what you are wondering about job
hunting.
Also, it is great opportunity to find
companies in Hokuriku 3 prefectures and
Nagano prefecture.
Date

2018 12/9 (Sun) 1:30 pm – ５:10 pm
（reception opens １:00 pm）
Shinshu Univ. Matsumoto Campus
Venue
Asahi Hall 9 F, A B C Lecture Room, Tutorial Room
Company Participated companies from each prefecture total 28

Participation fee Free（No funding for transportation and hotel fee）
Details
Company PR（１min for a company）
Company research seminars /
Job Hunting Consultation（30 mins×５ times）
Visit company booths to listen to their company
introductions and ask questions. You have 30 mins
per a session, and after 30 mins you move to the next.
Individual counseling
You can have a one-on-one counseling and
ask questions about job hunting.
If you have any concerns, feel free to let us know.
Consulting booth regarding status of residence
If you have any questions, visit the booth and ask a
judicial scrivener about changing the status of
residence that is going to be essential when getting a
job.
Consultation booth on labor relations laws and social
security systems in Japan
You can ask questions and consult with social
insurance labor about Japanese “seniority system” and
"social insurance system". If you have something you do
not know or want to know, let's ask.

How to apply;
Open for non-Japanese
Students from Hokuriku 3 pref.

and Nagano pref etc.

Apply

Please access from
the QR code on the right side
or following URL and enter
the necessary part.
https://goo.gl/forms/jckt33pNFewBwibE2

Contacts
Kanazawa University
Employment Promotion Program
for International Students
Email︓
kagayaki-jimu@adm.kanazawa-u.ac.jp

Hosted by Ishikawa, Fukui, Toyama and Nagano prefectures
Co-hosted by Hokuriku – Shinshu Employment Promotion Program for
International Students

【松本会場】外国人留学生対象北陸３県・長野県合同就職相談会・企業研究会 参加企業
社名
（英文表記）
石
川
県
企
業

富
山
県
企
業

長
野
県
企
業

会社ホームページ
（URL）

業種

1

kinukawa Industry Co.， LTD

http://www.kinukawa.co.jp/

鉄工・鉱業・機械製造業

2

AGORA Hospitalities Co.， Ltd.

https://www.agorahospitalities.com

旅行・ホテル・旅館業

1

Toyo Electric Control Co. Ltd.

https://www.toyodensei.co.jp/

電気機械器具製造業

2

YAMAGUCHI GIKEN CO., LTD.

http://www.yamaguchi-giken.com

製造業

3

nakagawa co.,ltd

http://www.nakagawa-tex.jp

繊維製造業

4

Onishi Corporation

http://www.usa.jp

サービス業

5

SUMIZAWA PAINTING INDUSTRU Co.,LTD. http://www.sumizawa.co.jp

建設業

1

AITEC Co.,Ltd

http://a-i-tec.co.jp/

製造業

2

NIDEC SANKYO CORPORATION

https://www.nidec-sankyo.co.jp

電気・精密機器の開発・製造・販売

3

AtoZ Corporation

http://www.atoz-ed.com/
https://nagajob.co.jp/

教育・学習支援業、人材紹介派遣業

4

YOKOTA INTERNATIONAL Co.,LTD

https://www.yic.co.jp

小売業

5

KAISHIN INDUSTRY CO., LTD

http://kaisin-g.com/

製造業

6

TAMAGAWA SEIKI Co., Ltd

https://www.tamagawa-seiki.co.jp/

電機機械器具製造業

7

SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD https://www.shinko.co.jp

製造業

8

AKADA IDUSTRY CO.,LTD

http://www.akada.jp/

製造業

9

NISSIN

http://www.nissinkogyo.co.jp/

製造業

10 Nissenken Quality Evaluation Center

https://nissenken.or.jp/

繊維

11 NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD

https://www.nisseijushi.co.jp/

製造業

12 SEIKO EPSON CORPORATION

https://www.epson.jp/recruit/

製造業（電気機器、精密機器）

13 UNION PLATE Co.,Ltd

http://www.union-plate.co.jp/

製造業

14 NATIONAL TOOL CO.,LTD

http://www.n-tool.co.jp/

製造業

15 NISSEI ASB MACHINE CO., LTD.

http://www.nisseiasb.co.jp/ja/

製造業

16 ASUZAC GROUP

http://www.asuzac.co.jp/

製造業

17 HIOKI E.E. CORPORATION

https://recruit.hioki.co.jp/

重電・産業用電気機器

