Any Nationality Welcome! No Japanese required!
No need japanese business level 国籍不問

兼职

国籍不问 / 日语不问 从商务日语到不会日语

正式员工

Part-time

日本語レベル不問

Target ・Foreigners who want to ﬁnd the part-time job

Full-time

ビジネスレベル〜話せない方まで

JOB FES

・Foreigners seeking new graduate full-time employees
・Foreigners aiming to join mid-career

対象 ・想找兼职的外国人

・想要应聘正社员的应届外国人毕业生（2020 年毕业，2021 年毕业）
・希望中途入社的外国人（转职，正社员）

外国人就職説明会 in YOKOHAMA

外国人のための就職説明会
This is an event for foreigners
looking for a job in Japan.

主催：一般社団法人関内活性会 運営：A global harmony 株式会社（共催）
後援：横浜市、関内・関外地区活性化協議会、ヨコハマ SDGs デザインセンター、
横浜商工会議所、横浜メディアビジネス総合研究所、日本東方新報
JOBFES は SDGs（世界共通・持続可能な開発目標）に取り組むイベントです。

是专门为在日找工作的外国人举行的活动
豪華景品が当たる抽選あり !

There is a lottery to win luxurious prizes!
抽签有机会拿豪华奖品

コンシェルジュによる徹底サポート
Thorough support by concierge
非常具体的，彻底的对应

会場

assembly hall

関内新井ホール

関内新井ホール

横浜信用
金庫

Kannai Arai Hall

交番

地下鉄関内駅出口 1

Kannai Arai Building 11F,
1-8 Onoe-cho, Naka-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa

開催日時

楽しい仕事探しイベントです！

JOBFES is a fun job hunting event!
JOBFES 是可以轻松欢乐找工作的活动！

Free
clothing
服装自由

横浜の「食」を楽しみながら企業探し！

履歴書作成から企業様への挨拶まで、しっかりサポート！
Thorough support, from creating a resume to
greeting a company representative!

从履历书做成到跟企业担当的交流我们都会跟进

情報を開示して交流促進

横浜
スタジ
アム

JR 関内駅
関内駅より徒歩 3 分
3 minutes walk from
Kannai Station

Date and time

2.29

横浜市
庁舎

横浜市中区尾上町 1-8
関内新井ビルディング 11F

SAT

Please make a
reservation and
attend.
要参加的请预
约之后再到会场

10:00
19:00

アピールタイム / 先輩の声・企業の声

边享受横浜的「食」边找工作！

Disclose information and promote exchange
展示情报促进交流

横浜名物を片手に企業説明が聞けるイベントです。

日本語レベルや募集条件等、お互いの情報を公開。

アピールチャンスあり！先輩紹介も実施。

可以手拿横滨名特产听企业说明的活动！

日语水平，募集条件等会相互公开

可以自我展现，来创造机会 / 实施前辈社员介绍（横滨在住外国人）

どんな質問でも OK! 就職相談会

履歴書、その場ですぐ作成

Search for companies while enjoying the "food" of Yokohama!

This is an event where you can listen to corporate
explanations with Yokohama specialties in one hand.

We will disclose each other's information such as
Japanese level and application conditions.

Any questions are OK!
什么问题都都可以问的就职商谈会

Special free

appeal time / Voice of senior, voice of company

参加者的自我展示时间 / 前辈的声音，企业的声音

You can appeal to yourself and create opportunities.
We also introduce senior employees.

Create a resume at a job fair
可以当场制作履历书 ※ 推荐提前登陆

特别免费

参加人数には制限があります。

AOKI 先生

( 株 ) キタムラ在籍。関内・関外地区活性化協議会
と一般社団法人関内活性会の事務局長兼務。
A global harmony 就労トレーナー。

参加予約をしてご来場ください。

The number of participants is limited.
Please make a reservation and attend.

参加人数有限制

要参加的请预约之后再到会场

外国人の就職活動を徹底的にサポート！

すぐに履歴書を作成・印刷 ! 当日面接も可能です。

外国人就职说明会的彻底支援

能马上制作履历，印刷履历，当场面试

Thoroughly support foreigner job hunting!

お気軽にご参加ください !!
詳しくはこちら !
Find Out Now!

Please feel free to join us!!
可以轻松的来参加 !!

参加予約

Participation reservation

A global harmony (a-g-h.net) - JOB FES

Because you can create and print your resume
immediately, you can also interview on the day.

参加予約 / お問い合わせ
A global harmony 株式会社

お問い合わせ

LINE
でお問い合わせ

详细请看这里

A global harmony (a-g-h.net) - JOB FES

Present resume
for you 赠送履历书

Contact Us 联系我们

WeChat
でお問い合わせ

TEL

03-6263-8898

saiyo@aglobalharmony.net
PHONE 日本語 / 中文

070-1566-0888

PHONE 日本語 / Myanmar / English
Myanmar / English

日本語 / 中文 / English

090-2231-0888

