
Seek your dream job with us at JobHaku!

2019年卒業予定の大学生・大学院生、既卒者
母国で大学を卒業した日本語語学学校生歓迎
2020年卒業予定の大学生・大学院生も来場可能

外国人留学生のための
合同企業説明・選考会

【 主　　催 】 株式会社パソナ  グローバルサーチ事業部  東京都千代田区大手町2-6-2

【 お問い合わせ 】 0120-837-244　globaljob@pasona.co.jp

お申し込みはWEBサイトへ！

https://job-haku.com/

入場無料

入退場自由

個別相談会あり

2018 11/22（木）12時～18時
会 場 ：ベルサール飯田橋ファースト 
東京都文京区後楽2-6-1住友不動産飯田橋ファーストタワー
都営地下鉄：「飯田橋駅」C3出口徒歩4分（大江戸線）
ＪＲ：「飯田橋駅」東口徒歩5分（JR線）
東京メトロ：「飯田橋駅」B1出口（有楽町線・南北線）

企業ブースコーナー

参加企業の採用ご担当者が各ブース内にて、日本での就職を希望する外国人留学生を対
象に会社説明会を行います。
事業内容や求める人物像といったお話や説明会以降の選考ステップの説明が受けられます。

JOB博主催特別講座「JOB博の歩き方」

JOB博参加がはじめての方に、より有効な一日になるようアドバイスをいたします。

企業セミナー

業界情報や海外情報、求める人材や入社後のステップなど具体的でこのセミナーでしか聞け
ない内容になっています。60分の着席型のセミナーですので、じっくりと実施企業の担当者か
らお話を聞くことができます。

2018 11/26（月）12時～17時
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2番出口（徒歩5分）、淀屋橋駅13番出口 

東京

大阪



Seek your dream job with us at JobHaku!

International students （Undergraduate & Graduate） 
graduating in 2019 Spring or graduated before in their 
home countries are welcome to participate in participate 
in our event. Students who are graduating in 2020 are 
eligible to enter the venue.

JOB FAIR for 
International Job Seekers

Admission Free

Free Entry and Exit

Individual Assistance

【Host】 Pasona Inc. Global Business Department Otemachi 2-6-2, Chiyoda Ward, Tokyo

【Contact Us】 0120-837-244　globaljob@pasona.co.jp 
Register Here！

https://job-haku.com/

2018 11/26 （Mon.）12:00～17:00
Location:  Pasona Group Building
Awajimachi 4-2-15, Chuo Ward, Osaka
Subway Midosuji Line Honmachi Station exit 2 (5 minutes’ walk), Yodoyabashi Station exit 13 （5 minutes’ walk）

2018 11/22 （Thu.）12:00～18:00

Company Booths

Participating companies will conduct individual company presentations, and Q&A 
sessions at their company booth. The sessions will contain information about the 
company itself, as well as their hiring process.

Special Seminar “Orientation for Job-haku”

This lecture is designed for first-time participants, and will provide you with information on 
how to best secure a job at the day of the event.

Company Seminars

During these closed seminars, which are set to last one hour, attendees will be given 
the chance to gain up-to-date industry information, companies' global business 
activities, and what skills are needed for the hiring process etc. 
This is a great opportunity to gain first-hand information directly from company 
representatives.

TOKYO

OSAKA

Kouraku2-6-1 Bunkyo Ward,Tokyo 
Toei Subway：OedoLine Iidabashi Station exit C3(4 minutes' walk)
JR：Iidabashi Station exit East (5 minutes' walk)
TokyoMetro：Yurakucho Line Namboku Line Iidabashi Station exit B1

Location: BELLESALLE Iidabashi First


