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カナダ 女 商社 総合職 Canada f trading company general clerical staff

マレーシア 女 人材エージェント コーディネーター Malaysia f human resource agent coordinator

マレーシア 女 不動産 営業 Malaysia f real-estate company sales

台　湾 女 不動産 海外営業 Taiwan f real-estate company international sales

中国(香港) 女 医療機器製造販売 海外営業 Hong Kong f
medical equipment

distibutor
international sales

ベトナム 女 ホテル レストランサービス Vietnam f hotel restaurant service

タイ 男 ホテル フロント Thailand ｍ hotel front desk staff

台　湾 女 情報･広告 翻訳 Taiwan f information & advertisement translating

モンゴル 男 ビルメンテナンス 技術 Mongolia ｍ building maintenance technical staff

日本/タイ 女 アパレル 販売 Japan/Thailand f apparel company sales

台　湾 男 人材エージェント 営業 Taiwan ｍ human resource agent sales

台　湾 女 電機メーカー 営業 Taiwan f
electronics manufacturer

company
sales

台　湾 男 海運 倉庫業務 Taiwan ｍ maritime company warehouse operation

中　国 女 カメラ製造販売 営業 China f
camera manufacturer &

distributor
sales

中国(香港) 男 通信 営業 Hong Kong ｍ telecommunication sales

台　湾 女 デジタルコンテンツ制作 アニメーション制作 Taiwan f
digital contents

production
animation production
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中国 女 インターネット ECサイト運営 China f internet service
e-commerce site

operation
タイ 女 化粧品製造 事務 Thailand f cosmetics manufacturer clerical staff

中国 女 インターネット 総合職 China f internet service general clerical staff

台　湾 女 インターネット 総合職 Taiwan f internet service general clerical staff

韓　国 男 IT 開発 Korea m IT development staff

台　湾 女 海外運送 貿易事務 Taiwan f overseas transportation trading operation staff

韓　国 男 IT エレクトロニクスエンジニア Korea m IT electronics engineer

台　湾 男 小売 販売・通訳 Taiwan m retail sales, interpretation

中　国 女 化粧品製造 海外営業 China f cosmetics manufacturer international sales

中　国 女 頭髪化粧品製造 海外営業 China f
hair-care products

manufacturer
international sales

中国(香港) 女 出版 海外営業・編集 Hong Kong f publisher
international sales,

editing staff

中国(香港) 女 化粧品製造 海外営業 Hong Kong f cosmetics manufacturer international sales

台　湾 女 イベント 開発 Taiwan f event organizer event development staff

中　国 男 電子決済 経理 China m
electronic payment

service
accounting

中　国 女 ホテル フロント・営業 China f hotel front desk staff, sales

中　国 女 人材派遣 販売・通訳 China f human resource service sales, interpretation

韓　国 女 電気機器製造 金型設計 Korea f
electrical equipment

manufacturer
mold designing

韓　国 女 技術者派遣 金型設計 Korea f temporary engineer staffing mold designing

台　湾 女 ホテル フロント Taiwan f hotel front desk staff

ベトナム 女 サービス 通訳・翻訳 Vietnam f service translating, interpreting

台　湾 女 IT SE Taiwan f IT SE

台　湾 女 人材派遣 販売・通訳 Taiwan f human resource service sales, interpretation

マレーシア 女 不動産 営業 Malaysia f real-estate company sales

7～9月
（夏学期）

Jul. - Sep.

(Summer

term)
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