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～海外からの留学生ジョブフェア～
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モノ造り且つオンリーワン製品の製造販売に興味があり、同製品を社会に提供することにより世の中の人々の幸せに繋がることに喜びや、やりがいを見
出せる。また、将来　現地(本国)へ戻り、優れた日本製品を自国でも販売する事業会社を興して欲しい。弊社はこの業界のパイオニア的存在でもあり、過
去に数多くの製品開発を行い、世の中へ提供しています。今後、ＡＳＥＡＮ各国で求められる製品（含む規格品）があり、商売のネタは多くあります。

CMC Japanのミッション
+ 日本市場に向けてCMCコーポレーションのIT製品及びサービスを提供する事
+ IT留学生の魅力的な企業になる事
+ 日本国とベトナム国、特に神奈川県の文化的、経済的交流の架け橋を構築する事

66,245,000円 35人

http://www.cmcglobal.com.vn/ja/cmc-japan 2017年

学習分野 ・ソフトウエア　・システム　・ネットワーク　・メディア情報学　・データベース
・知覚情報処理　・知能 ロボティクス　・ソフト コンピューティング

語学スキル 日本語N2以上

事業内容

ソフトウェア開発と保守 ：
当社の専門チームは、ソフトウェアソリューションの開発に専念し、ビジネス分析と設計、アプ
リケーション開発、メンテナンスとサポート、文書化とトレーニングなどのライフサイクル全体を
提供いたします。

事業展開対象国 日本

仕事の魅力
システム開発（企画、設計、プログラム、テスト、運用、保守）
開発言語：Java、Javascript、Objective-C、C#、C++、Python、Ruby、PHP、HTML、CSS／
スマートフォン関連：ObjectiveC(iOS)、Java(Android)等　／　その他：SQL, MongoDB等

CMC Japan 株式会社

CMC Japan

神奈川県横浜市中区新港2－2－1　横浜ワールドポーターズ６階
横浜ワールドビジネスサポートセンター　No. １７

なし

仕事の魅力
当社は中小企業であるが、モノ造り企業であり、且つ完成品まで製造し(自社ブランドあり) 販
売まで一環して行える企業である。生産技術(含む設計業務)や販売管理業務を習得できる。
また、将来、現地(本国)で事業取組み(会社設立など)が可能。

学習分野 生産技術 (含む、設計業務) 、販売管理業務 (含むマネージメント)　、メンテナンス業務など

語学スキル 英語を共通語として話せる

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．eｉｓｈｉｎ－esdk.co.jp 1976年

事業内容 業務用厨房機器の製造販売業（含む、医療関連備品、保育関連製品）

事業展開対象国
ASEAN　(タイ・ベトナムなど) 又は中国

エイシン電機株式会社

EISHIN ELECTRICAL MACHINERY CO. LTD.

横浜市保土ヶ谷区天王町2-39-3

工場　①新潟市燕市小池3633-8　②中国深セン工場　（深セン市宝安区）

2,000万円
35名

（グループ従業員約50名強）

１
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是非当社の技術・製品に関心をお寄せください。

当社では電気機器（携帯電話やゲーム機器やカーナビゲーションなど）の設計を行っています。
マレーシアに子会社が有り、今後タイ・ベトナムなどASEAN諸国にも拠点を設立する予定です。
電気機器の設計に興味が有る方は是非当社ブースにお越しください。

学習分野 機械工学・電気電子工学・ソフトウェア

語学スキル N2以上（N1が望ましい）

事業内容

【電子機器・製品・部品のものつくり総合設計支援会社】
当社は電子・電気機器の開発・設計会社です。筐体構造設計、回路・ソフト設計、プリント基板
設計、生産設備設計の４つの技術グループで構成しており、お客様のニーズに合わせて個々
の技術からトータルな技術まで幅広く提供しています。

事業展開対象国 マレーシア（将来的にはタイ・ベトナムにも拠点を設置しASEAN全体をターゲットとします）

仕事の魅力
大手企業では同じ製品の限られた部分しか携わる事が出来ませんが、弊社であれば
色々な製品の色々なカテゴリーに携わる事が出来ますので、知識も経験も幅広く身に
付ける事が出来ます。

神奈川県相模原市南区麻溝台６－９－９

マレーシア子会社

3,200万円 30人

http://www.aceeng.co.jp/ 1983年

学習分野 機械系、電気系、情報系の分野

語学スキル 日本語での日常会話が可能なレベルを必須といたします。

株式会社エースエンジニアリング

Ace Engineering CO., LTD.

事業内容 精密温調装置、超高純度空気供給システム、ドライエア供給装置、真空チャンバー、ソレノイ
ドバルブ、モーターバルブ、マイクロバルブの開発、設計および製造、販売

事業展開対象国 中国、韓国、台湾、アメリカ

仕事の魅力 ひとつひとつの製品がオーダーメイドであり、常にバージョンアップを求められる技術探求が、
当社開発の魅力です。

神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-20

長野事業所、九州事業所、大阪営業所、熊本工場

9,000万円 462人

https://www.shinwa-cont.com/index.html 1967年

伸和コントロールズ株式会社

Shinwa Controls Co. Ltd.
企業情報

学生に求める人材像等

留学生へのメッセージ
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米国で販売会社を運営してゆくための人員を募集しています。少人数で運営する会社のため、仕事は多岐にわたりますが、やりがいは大きいと思います。
取扱う製品は、日本の本社工場で製造された「検知管式気体測定器」を中心とした簡易型の気体測定器が中心です。これらの製品は、労働安全衛生，工
程管理，環境測定，学校教育など、非常に幅広い用途で使用されており、社会への貢献を実感できます。自らが考えて計画を立て、実行できる人材を望
みます。

食に興味がある方にお薦めです。
30名程の会社なので、あなたの頑張りが会社を動かします。
国際感覚を持っている若い方にぜひ来て頂きたいです。

7,260万円 180人

仕事の魅力

胡麻油は、原料を輸入に頼っており、弊社では主にアフリカから輸入をしております。製品の
輸出はアメリカ移民の為に、100年近く行っております。日本の胡麻油屋としては珍しく、横浜
という都心にあり、海外との貿易も盛んに行っております。仕事の基礎は日本国内の営業事
務から始めて頂きたいと思っております。

学習分野 特に希望なし

語学スキル 日本語・英語　ビジネスで活用できるレベル

事業内容 食用油脂製造で、主に胡麻油を製造しております。

事業展開対象国
アメリカ（北米）、タイ、シンガポール

3,500万円 30人

https://www.iwainogomaabura.co.jp/ 1947年

語学スキル 英語，日本語

岩井の胡麻油株式会社

IWAI SESAME OIL Co., Ltd

神奈川県横浜市神奈川区橋本町2-1-26

なし

事業展開対象国
アメリカ合衆国（拠点はカリフォルニア州サンディエゴ）

仕事の魅力

米国内で子会社を運営し、販売を行ってゆくための人員を募集しています。少人数で運営す
る会社のため、仕事は多岐にわたりますが、大きく次の業態を募集しています。
① マーケティング・営業業務
     セールスプロモーションの考案・実施，代理店の管理・教育，カスタマーサポート等
② 経理・総務・入出荷等の業務
     経理業務全般，労務管理，入出荷に伴う業務等

学習分野 ① マーケティング・営業業務：  経営，経済，法律，政治，環境，化学，教育等
② 経理・総務・入出荷等の業務：  経営，経済，教育，法律等

神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6

大阪， 九州， 米国 サンディエゴ， 韓国 ソウル， 中国 北京

事業内容 気体・水質等簡易測定機器の製造、販売、輸出入

https://www.gastec.co.jp/ 1970年

株式会社ガステック

GASTEC CORPORATION
企業情報

学生に求める人材像等

留学生へのメッセージ

企業情報

学生に求める人材像等

留学生へのメッセージ
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入社2～3年の業務で習得できる業務ではありませんが、多岐に亘る業務を学習・実践する事でスキルの向上とマネジメント力の向上も図れ、会社利益の
創出に貢献できます。また、弊社タイ工場への出張・駐在・現地雇用もあり多様な働き方が出来ます。
※上記しましたが、5S・「報告・連絡・相談」・コミュニケーションの実行が大事です。

仕事の魅力

〇製造技術職
製造で使用する作業指導書作成・冶具設計／製作・金型メンテナンス・設備保全／修理・生
産設備の自動化・IoTのシステム設計／導入・生産動線の検討・新規設備の導入検討等多岐
に亘る業務ですが、このすべてではなく、数種類の日常業務と将来的な業務を並行して実施
していただきます。常に5Sと「報告・連絡・相談」が業務の基本となります。コミュニケーション
が大事です。

学習分野 機械工学／電気工学／システム関連

語学スキル N2（出来ればN1）以上で、学習意欲の高い学生

1941年

事業内容 自動車部品製造

事業展開対象国 タイ国ラヨーン県アマタシティ―

多田プレス工業株式会社

Tadapress kougyo Co.,Ltd.

神奈川県秦野市曽屋９９７

5.4億円 200人

仕事の魅力

アミノ酸、ビール、コーヒー、ヨーグルト、石油、化学工場向けのタンク、圧力容器をオーダーメ
イドで製作する会社です。営業、設計、材料調達、海外調達、材料切断、曲げ加工、溶接、機
械加工、表面処理、品質検査、運送、据付、配管、メンテナンス工事、財務会計をONE STOP
でやっています。構成する要素のどれかが欠けても製品は完成しません。
皆の力がコトブキです。

学習分野 （理数系の知識が必要ですが、）特に指定無し

語学スキル 日本語（Ｎ1レベル）、英語（一定以上）を希望

食品、飲料、石油、化学工場にKOTOBUKI Inside。いつも食べている、飲んでいる、使っている製品を作る工場にはコトブキが入っています。世の中から製
造業が無くならない限り、私達の仕事が消えることはありません。別の言い方をすれば、製造業の存在するところには、どこにでも私達の仕事が有ります。
中小企業ではありますが、大きなフィールドで一緒に仕事をしましょう。「寧為鶏口、無為牛後。」「鶏口となるも牛後となるなかれ。」

http://www.kotobuki-techrex.co.jp/ 1948年

事業内容

①塔槽、熱交換器等の圧力容器の設計、製作。
②食品、飲料、酒類、バイオ、医薬、樹脂コンパウンド等向けサニタリー機器の設計、製作。
③チタン、ニッケル合金、クラッド鋼を用いた機器の設計、製作。
④上記に付随する、据付、配管工事、メンテナンス

事業展開対象国 中国・ASEAN・南アジア・アフリカ・ロシア

　　　　　コトブキテクレックス株式会社

KOTOBUKI TECHREX, LTD.

川崎市川崎区藤崎２－１８－２１

千葉・四日市・佐賀・江蘇（中国）・アユタヤ（タイ）

6,840万円 51人

企業情報

学生に求める人材像等

留学生へのメッセージ

企業情報

学生に求める人材像等

留学生へのメッセージ
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創業50年を迎えた東証一部上場企業で開発・設計してものづくりをしよう！
自動車、医療機器、航空宇宙、半導体、精密機器、インフラ、家電、通信機器などの製品から、AI、IoT、VR、ロボットなど最先端分野まで、やりたいことに
チャレンジできる会社です。

キヤノン(株)から資本参加を受け、プリンタ、複合機、カメラなどの制御ソフトウェア、画像処理ソフトウェアの開発などでは、他社の追随を許さない実力を
備えています。

学習分野 ＩＴ、数学、物理等

語学スキル 日本語N2レベル相当以上

事業内容 組込ソフトウェア、クラウドアプリケーション、汎用アプリケーション、デバイスドライバ、通信シ
ステム、文書・画像・音声処理システム等のソフトウェア開発

事業展開対象国 スリランカ

仕事の魅力 システム開発

神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番地

4,000万円 238人

https://www.meta.co.jp/ 1984年

学習分野 機械工学系、電気電子工学系、情報工学系、材料系、物理系、化学系、数理情報系、理学系
学科

語学スキル 日本語N1レベルが望ましい

株式会社メタテクノ

METATECHNO INC.

事業内容
●ものづくり事業
　（設計開発領域に特化したアウトソーシング事業、技術プロジェクトの受託事業、
　　ソフトウェア開発事業、自社工場における製品開発事業）

事業展開対象国 日本

仕事の魅力
ものづくりの上流工程である設計開発にこだわりエンジニアの高度な技術と付加価値を提供
し続けています。上場・優良企業約700社以上と取引し、高い評価と支持を得ています。
社員数の９割が技術者というプロのエンジニアの集団です。

株式会社アルプス技研

Altech Corporation

横浜市西区みなとみらい2-3-5クインーズタワーC18F

国内営業所２３か所、ものづくりセンター２か所・ヤンゴン支店
国内子会社（株式会社アルプスビジネスサービス、株式会社パナＲ＆Ｄ、株式会社アグリ＆ケ
ア）
海外子会社（臺灣阿爾卑斯技研股份有限公司、阿邇貝司機電技術（上海）有限公司）

23億4,716万円 3,679人

https://www.alpsgiken.co.jp/ 1971年

企業情報

学生に求める人材像等

留学生へのメッセージ

企業情報

学生に求める人材像等

留学生へのメッセージ
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『医療のボーダレス化を実現する』　　このモットーのもと、世界中の人が新たな価値を感じられるヘルステック事業を展開していくことが、UrDoc（ユアドク）
の提供価値です。2019年度中に、会社化して、ITスタートアップとして精進してまいります。いっしょに、国籍や人種、言語の壁を感じることなく、いつでも医
療につながることのできる世界を、つくってみませんか。新しいビジネスモデルにより、０から１を生み出す喜びを共に分かち合える、そして、世界を舞台に
活躍したい仲間を募集しています！

海外ではエンジニアとマネージメントは別々のようですが、当社ではエンジニアをベースとしたマネージメントができる人材を育てたいと考えております。先
ずは設計者としてスタートし、将来的には当社の海外進出のリーダーとして活躍してくれる人材を求めています。

事業内容 電子機器・電源等の開発設計及び製造

事業展開対象国
ベトナム等、TPP加盟東南アジア諸国

仕事の魅力

当社の設計者は、電子機器のハードウェアとソフトウェアの設計を両方取得する必要がありま
す。よって、将来的には一人で一つの製品を作り上げることができるので、エンジニアとしての
スキルは他社に比べて非常に高いレベルに達することができます。また、社内で製品の生産
も行ているので、日本のモノ作りのノウハウを設計に織り込むスキルも磨くことができます。

神奈川県藤沢市弥勒寺109-1

学習分野 理工学部　工学部　理学部等

語学スキル N2取得が望ましい

1,500万円 51人

http://www.kuzumi-denshi.co.jp 1979年

学習分野

専攻不問（以下の経験があると望ましい）
【開発】ウェブアプリケーション開発（PHP、Linux/Unixなど）、スマートデバイス関連のアプリ
ケーション開発
【ビジネス】市場分析・イベントの企画・運営
【共通】新しい領域で新しいことに挑戦してみたい方、将来起業を考えている方、得意な外国
語を生かして活躍してみたい方 、自分の適性を知るために幅広い業務を経験してみたい方

語学スキル 母国語以外、ビジネスレベルの日本語 and/or その他の外国語力

クズミ電子工業株式会社

KUZUMI Electronics, Inc.

事業内容

多言語によるオンライン医療相談を軸に、日本における外国人の医療体験をワンストップで
サポートするプラットフォームである。事業責任者の唐橋一孝は、現役の医師として長く外国
人診療に携わる中で、言語対応、情報偏在などの課題に直面し、UrDocを設立。現在は医療
相談アプリをβ版で公開中。19年春にUIを全面リニューアルし、ブラウザ対応に切り替える予
定。様々な言語に精通した現役医師をネットワーク化し、動画／テキストでのライブ相談に応
じるほか、多言語問診票の自動作成、病院・薬局の検索サービスを提供し、宿泊施設や、企
業などでの導入を拡充している。今後は、医療機関との連携を強化しつつ、医療情報の共有
を含めたエコシステムの構築により、医療のボーダレス化の実現に注力していく。

事業展開対象国 中国、韓国、ベトナム、マレーシア、アメリカなど

仕事の魅力
・グローバルのアクセラレーターで受賞し、日経など、メジャーメディアから注目を浴びている
ヘルステック事業とともに幅広く急成長できる。　・外国籍・多文化のバックグラウンドを生かし
て日本と母国のかけはしになれ、また、ボーダレスで活躍できる。

神奈川県相模原市緑区橋本1丁目14番3号サーティーフォービル

ヘルステック事業部／ 東京都目黒区中目黒1-1-71 KN代官山9階

1億円 71人

https://www.ur-doc.com/ja/ 1992年（UrDoc誕生：2017年）

株式会社サーティーフォー　ヘルステック事業部（UrDoc）

UrDoc (Operating Company Thirty Four)

企業情報

学生に求める人材像等

留学生へのメッセージ

企業情報

学生に求める人材像等

留学生へのメッセージ
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　ブース出展企業情報
　Exhibition company information

 会社名

 Company Name

本社所在地

支店・営業所等

資本金 従業員数

WEB 会社設立年

 会社名

 Company Name

本社所在地

支店・営業所等

資本金 従業員数

WEB 会社設立年

学習分野 語学、マーケティング、プログラミング　など

語学スキル 日本語（N２程度）

～All for Smile「きれい」から人々に笑顔を～を企業理念とし、目に見えるところだけではなく、目に見えない汚れまできれいにする環境衛生に特化した会
社です。弊社は少人数のため、他部署の方とも積極的にコミュニケーションが取れるのも強みの一つだと思います。
【外国人採用実績】
・中国人正社員1名　　・ミャンマー人技能実習生3名　　・外国人留学生5名採用（出身国：ミャンマー、ネパール）

事業内容 高い技術と専門知識に基づいて、衛生的な環境をつくる。
においが発生しにくいトイレ、滑りにくい床作り、ホテルの客室清掃など。

事業展開対象国 ミャンマー（及び周辺国）

仕事の魅力 アジア諸国の環境衛生の向上が図れる
幅広い年代、多国籍な人々と関われる

神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町816-12

1,000万円 250人（正社員34名）

http://www.we-ibs.com 1980年

学習分野 情報学（プログラミング、開発）／統計学／医療学／観光／輸出　など

語学スキル 日本語力(日常会話以上、N2以上)

株式会社アイ・ビー・エス

IBS CO., LTD.

データ分析で社会を豊かにすることを目指す企業です。現在は日本国内に向けて分析業務等を行っており、今後は海外にも事業を拡大していきたいで
す。母国ではデータ分析が人気じゃないという人もいると思います。しかし世界の流れを見たらデータ分析の需要は高まり、将来あなたの国でも必要とされ
る技術になるでしょう。いま、分析の経験を付ければ、将来は母国で貴重な人材となりますよ。
新しい分野に飛び込める人を募集しています。弊社の業務にご興味がありましたら、お気軽にお声がけ下さい。

事業内容

■データ分析
　＜ライフサイエンス部＞治療分析（治験、製造販売後調査等）、予防分析（健康経営、デジタ
ルヘルス等）、IoTを用いた健康分析
　＜マーケティング部＞広告（出稿最適化、キャンペーン効果検証等）、小売（顧客分析、需要
予測等）、公共・自治体（地方創生、少子高齢化対策）
　＜分析部＞AI・ビックデータ分析　、機械学習
■海外ビジネス
　中東での観光業　・輸出業（検討中）、ベトナムでのオフショア・人材採用（検討中）

事業展開対象国 ベトナム、中東

仕事の魅力

近年、スマートフォンやIoT技術の発展により、過去には取る事の出来なかったデータから新
しい価値創造が盛んにおこなわれております。またAIや機械学習の発達により、データ活用
の需要が以前に増して高まっております。
弊社のデータサイエンス事業では、ライフサイエンス・マーケティング・分析の3分野で事業を
展開しております。発展途上の分野で、未知な部分が多いですが、新しいことに挑戦できるこ
とはとても楽しいです。

神奈川県藤沢市藤沢484-1 アンバービル4F

なし

1,000万円 83人

http://analytics-jp.com/ 2011年

株式会社　分析屋

Analytics Japan Co.Ltd.

企業情報

学生に求める人材像等

留学生へのメッセージ
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