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

：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

7月19日（日）SUN

■主催
熊本県
一般社団法人 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

先行予約 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入場無料 見学自由

Job Fair for International Students
2015年

Entry Now!
▶名前　name
▶大学名  University
▶学年  school grade

Kumamoto Kenmin Koryukan PAREA Hall

欢迎参加为留学生举办的就业说明会

Admission free Feel free to have
 a look around

Make an appointment

외국인 유학생을 위한 취업 합동 설명회

km-event@mynavi.jp


外国人留学生のための

就職フェア
外国人留学生のための

就職フェア

先行予約 Make an reservation
先着100名QUOカードプレゼント! ➡

■特別講座

■外国人留学生のための就職相談コーナー
「先輩が語る就職活動のコツ、日本企業に就職して気づいたこと」SpecialPresentation

Employment Consultation Corner

Impression and secrets through job hunting  and working in Japanese companies

You can get QUO CARDS to the first 100 people!

■出展企業 Companies…etc　※Infomation will be updated at anytime
会社名

Company Name
企業情報

Company Information (Industry)
関わりのある国

Connective Countries

重光産業(味千ラーメン）
SHIGEMITSU INDUSTRY CO., LTD. manufacturing, distributing and franchising of Ajisen-Ramen

China、Hong Kong、Singapore、Thailand、America、
Canada、philippines、Australia、Taiwan、
Malaysia、Vietnam、Cambodia、Mongol

杉養蜂園
SUGI YOUHOUEN CO., LTD. Manufacturing and selling of royal jelly, propolis and cosmetics Taiwan、Singapore

天翔物産
TENSHOBUSSAN CO., LTD. Chinese side dish , lunch , Dim Sum of production and sales , etc. Food materials and 

industrial raw materials of import and export business
China

VietnamLED lighting Luzy series production and sales
Semiconductor electronic components manufacturing and inspection,etc

村田産業LED事業部
MURATA INDUSTRY CO., LTD.

Southeast AsiaControl parts , electronic components , sales of mechanical components
Design and manufacture of various types of production equipment,etc

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

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

China、Hong Kong、Singapore、Taiwan、Malaysia

China、Taiwan、Vietnam

「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。

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

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）

LED照明 Luzyシリーズ製造販売/半導体電子部品製造・検査

expand y
our world

!

ABC
ASIAN BUSINESS CREATION CO., LTD. Business Negotiations Attendant

商談アテンダント

And more!!
不二ライトメタル
FUJI LIGHT METAL CO.,LTD. Aluminum and other metal products , building materials and architectural 

hardware such design , manufacturing , sales , construction
アルミニウムその他の金属製品、サッシその他の建築材料並びに建築金物類の設計、製造、販売、施工

栄屋フーズ
Sakaeya Foods Co., Ltd supermarket management

スーパーマーケットの経営

Malaysia　（FUJISASH（MALAYSIA）SDN.BHD.）

トイメディカル
TOYmedical Co., Ltd

Semiconductor manufacturing equipment sales , maintenance
半導体製造装置販売、メンテナンスくまさんメディクス

KUMASAN Medix  Co., Ltd

Development of medical disposable products
医療用ディスポーザブル製品の開発

開催迫る‼


