
　ブース出展企業情報
　Exhibition company information

 会社名

 Company Name

所在地
資本⾦
従業員数
WEB

 会社名

 Company Name

所在地
資本⾦
従業員数
WEB

http://www.ims-inc.co.jp/

株式会社イノベイションオブメディカルサービス

Innovation of Medical Service, Inc.

神奈川県厚木市船子579-1

2,000万円

248名

A.C.T. Corporation

事業内容
■医療事業：医薬品卸売一般販売業、薬局の経営、治験支援事業(SMO)、医療用具販売
■介護事業：指定訪問介護事業、指定福祉用具貸与事業、住宅改修事業、福祉用具販売事業
■人材事業：薬剤師・看護師の就職支援
■海外事業：ベトナム社会主義共和国　国立タイビン医科薬科大学と日本の看護師養成共同事業

ベトナムへの
事業展開

■　タイビン医科薬科大学との共同事業、ハノイ市に子会社あり
　　（コンサルティング会社）

仕事に対する
熱意

広い視野を持ち、何事にも意欲をもって取り組む気持ちと熱意を持ってい
る人

学習分野 特に専門は必要ありません。基礎学力や教養を身に着け、常になぜそう
なるのかを考える習慣を身に着けて下さい。

語学スキル 日本語でスムーズに会話が出来る方
日本語能力試験（JLPT）N2以上取得者が望ましい

株式会社エイ・シー･ティ

神奈川県藤沢市藤沢1057-27

4,900万円

70名

http://www.a-c-t.co.jp/

事業内容
弊社は幅広い分野における開発経験から蓄積した「ノウハウ」と四半世紀に及ぶお客様との厚い信頼関係によりご支持いた
だいております。25年以上の事業実績、安定した経営基盤の一方でベンチャー気質を失わない自由な社風が特徴です。主
体性とチャレンジ精神を持った技術者が、最新の技術、市場価値の高い技術を駆使してお客様に最適なシステム環境をご
提供致します。新たなビジネス展開に向けたiOS、Androidを活用したスマートフォンアプリケーション開発にも取り組んでお
り、自社コンテンツの展開も進めております。

語学スキル 日本語検定１級

ベトナムへの
事業展開

■　生産拠点がある
■　ベトナム人の従業員がいる（日本国内）

仕事に対する
熱意

・成果創出（使命を果たすこと）に対する高い意識を持つこと  ・他者と協調的・前向きに協働する力を持つこと
・ものごとを徹底的に考え抜く力(習慣)を持つこと   ・最後までやりぬく精神力を持つこと
・体調管理をしっかり行うこと   ・元気のよい挨拶・マナーを身につけること

学習分野 JavaやPHP等のWebプログラミング開発
AndroidやiOSなどのスマートフォンアプリ向け開発

１
企業情報

学生に求める人材像

留学⽣へのメッセージ
学生の内に様々なことにチャレンジをして下さい。失敗もあると思いますが、失敗を経験に活かす事が社会

に出てから必要になります。また、相手をよく理解して自己の考えを明確に伝えるための知識や教養を身に

着けて下さい。そして、価値観の異なる相手と相互に認め合い、学び合う姿勢も大切です。

２
企業情報

学生に求める人材像

留学⽣へのメッセージ
今年度初めてベトナム人を採用しました。今後も続けて外国人採用を行う予定です。

是非一度弊社の説明を聞いてみてください。

株式会社

イノベイションオブ

メディカルサービス

http://www.ims-inc.co.jp/
http://www.a-c-t.co.jp/
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株式会社桂精機製作所（かつらせいきせいさくじょ）

KATSURA CO., LTD.

神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1　ＫＤＸ横浜ビル8階

444,014,000円

230名（2016年3月末）

http://www.katsuraseiki.co.jp/

事業内容
各種機械部品の製造および販売、管工事の設計、施工、請負、機械器具設置工事の設計、
施工、請負、高圧ガス・液化ガスの貯蔵、制御、輸送用機器およびシステムの設計、製作、
販売、ガス機器、石油機器の製造および販売、各種炉の製造および販売

ベトナムへの
事業展開

■　現地との取引（輸出・輸入）を行っている　■　販売拠点・生産拠点がある　■　ベトナム人の従業員が
いる（日本国内）　■　国内工場へのベトナム人研修生の受け入れを定期的に行っている

仕事に対する
熱意

・周囲との関係構築を大切にし迅速に対応ができる方　・目標に向かって自分で考えて行動できる方
・テキパキとした行動ができ、元気でレスポンスの良い方　・PDCAサイクルを基本とし、実践できる方

学習分野 ①技術系(機械の設計等)　②管理業務（チーフアカウンタ取得を目標とした経理業務者)
③海外営業渉外担当者（海外を中心とした渉外、営業部管理等）

語学スキル 上記③の場合、海外と英語を用いたコミュニケーションが行える事。

クズミ電子工業株式会社（くずみでんしこうぎょう）

KUZUMI Electronics, Inc.

神奈川県藤沢市弥勒寺109-1

1,500万円

44名

http://www.kuzumi-denshi.co.jp

事業内容 産業機械用コントローラ・電源等電子電気機器の設計及び製造

ベトナムへの
事業展開 ■　2017年10月より、ベトナム人の従業員がいる（日本国内）

仕事に対する
熱意

まじめにコツコツと取り組み、且つ、自らに何が必要かを見極め、積極的に
新しい事にチャレンジできる人材を望みます。

学習分野 電気工学　電子工学　生産工学等

語学スキル 日本語は読書　英語は読み

３
企業情報

学生に求める人材像

留学⽣へのメッセージ
日本のマザー工場の品質基準に基づき、日本向けの部品を生産し、輸出を行っております。

また、日本の高い品質基準をベトナム国内、ASEAN域内に定着、向上させる為に安心・安全なLPガス用調
整器を製造販売しております。

４
企業情報

学生に求める人材像

留学⽣へのメッセージ
将来的に、ベトナムに拠点を持ちたいと考えています。それも、労働集約型のスタイルではなく、現在の当

社と同様、設計から製造までを保有できる形にしたい。是非とも、その会社の幹部と成るべく、一緒に働きま

せんか？

http://www.katsuraseiki.co.jp/
http://www.kuzumi-denshi.co.jp
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タカネ電機株式会社（たかねでんき）

TAKANE ELECTRONICS CORPORATION

神奈川県川崎市中原区上小田中5-2-2　なとりプラザ中原2階

8,800万円

100人

http://www.takane-jp.com

事業内容 複写機、医療機器の電子部品設計および組立

ベトナムへの
事業展開

■　ベトナム立上げプロジェクト進行中
　　　－現地工場設置場所の決定のための視　察、取引会社への説明等

仕事に対する
熱意 健康で、継続して誠実に仕事に従事する意欲を持っていること

学習分野 特になし（理系・文系を問わない）

ベトナムへの
事業展開

■　ベトナム人の従業員がいる（日本国内）
■　その他（来春、ハノイに工場設立予定

仕事に対する
熱意 素直に聞く、まじめに取り組む、疑問に思ったらすぐ聞く。

学習分野 経済、経営、国際貿易、生産管理

語学スキル 日本語；N2以上(ベトナム勤務者)N1以上（日本勤務者）
または英語；TOEIC650点以上（ベトナム勤務者）

語学スキル 日本語（日常会話程度）が理解できること

東京特殊印刷工業株式会社（とうきょうとくしゅいんさつこうぎょう）

TOKYO DECAL INDUSTRY LTD.

神奈川県相模原市南区大野台2-6-12

1,000万円

150名

http://www.tdicorp.co.jp/

事業内容 スクリーン印刷を使い、プラスチックフィルムや金属などに印刷し、工業製
品、部品を製造。

５
企業情報

学生に求める人材像

留学⽣へのメッセージ
ベトナム（ハノイ周辺）に勤務できる方を募集しています。

すでに中国、タイに進出しており、現在ベトナム、フィリピン、ラオスへの進出計画進行中です。

６
企業情報

学生に求める人材像

留学⽣へのメッセージ
当社はベトナム、ハノイ市近郊に工場を設立します。

日本の技術をベトナムで製品化し、東南アジアをはじめ、世界の市場を一緒に開拓したいと思います。

http://www.takane-jp.com
http://www.tdicorp.co.jp/
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仕事に対する
熱意

感銘や感動を感じることができ、情熱を持って業務に取り組める方を求め
ています。

学習分野 電気、機械、建築の知識を有する方

語学スキル ・日本語能力試験N1レベル程度の日本語能力を保有する方(資格未取得者の採用実績有)
・英語、タイ語・マレーシア語・ベトナム語・クメール語、ミャンマー語、インドネシア語のいずれかを習得していると尚良

http://www.ffec.co.jp/recruit/

事業内容
９０年以上の歴史の中で培ってきた幅広い工事技術と実績を結集し、プラント・電気・計装・
建築・空調・情報通信とあらゆる分野に対応できる「総合設備エンジニアリング企業」として、
施設・設備づくりにおける設計施工～メンテナンスに一貫して携わり、トータルサポートしてい
ます。

ベトナムへの
事業展開

■　販売拠点がある
■　ベトナム人の従業員がいる（日本国内）

富士古河E＆C株式会社（ふじふるかわいーあんどしー）

FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD.

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館

19億7,000万円

1,481名（連結・2017年3月末）

仕事に対する
熱意

想定外の状況でも、常に全力で取り組む姿勢を持てる人材を求めます。設計にあたっては、
基本技術の習得と共に、新しい技術や情報を取り入れ、創意工夫して欲しい。

学習分野 機械CAD設計/電気回路設計

語学スキル 日本語N3以上、日本語でのメール返信

www.nagaokads.com

事業内容 生産設備機械の設計/製作

ベトナムへの
事業展開

■　現地との取引（輸出・輸入）を行っている
■　ベトナム人の従業員がいる（日本国内）

有限会社NDSエンジニアリング（旧：（有）長岡電機制御）

Nagaoka electric machine control

神奈川県相模原市中央区田名5407-2

300万円

12名

７
企業情報

学生に求める人材像

留学⽣へのメッセージ
弊社の仕事は機械設計製作の専門職です。学校での知識をベースに実践を期待しています。

８
企業情報

学生に求める人材像

留学⽣へのメッセージ
母国を離れ日本で生活を送る留学生の皆さんは、言語や文化の違いなど様々な壁を乗り越えてこられたかと思

います。そこで培われた粘り強さを強みに、業務に挑まれることを期待しています。日本と海外の橋渡しになるグ

ローバル人材となり、ゆくゆくは母国に限らず弊社の海外拠点の発展にも貢献いただきたいと思っています。

※平成29年7月より社名変更

（旧：有限会社長岡電機制御

（ながおかでんきせいぎょ））

http://www.ffec.co.jp/recruit/
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仕事に対する
熱意 真面目で勤勉で向上心が有り、大きな目標を持っている人

学習分野 ICT全般、電気電子工学、機械工学、ビジネス

語学スキル N3レベル以上

www.mediabridge.jp

事業内容
ICT関連企画、開発、設計、工事、販売、輸出入、保守およびコンサルティング事業
WEBサイト、アプリケーションシステム企画、開発、設計、制作、保守およびコンサルティング
事業
人材開発事業など

ベトナムへの
事業展開

■　現地との取引（輸出・輸入）を行っている　■　販売拠点がある
■　ベトナム人の従業員がいる（日本国内）

株式会社メディアブリッジ

Mediabridge Co.

神奈川県横浜市中区吉田町６５　ERVIC横浜11階

2,400万円

8名

仕事に対する
熱意

・おもてなしの精神（感謝の気持ち、存在価値の発揮）
　まず、自分がされて嬉しい事を知る。そして、その嬉しい事をお客様や周りの同僚達に提供していく。
　結果として、20年後も40年後も必要とされて生き残ると信じております。

学習分野 ・分析　・情報システム(システム、プログラミングetc)
・医療、薬学　・マーケティング

語学スキル 日本語力(日常会話以上)

http://analytics-jp.com/

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）
■データ分析　＜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）
■データ分析　＜システム部＞　・分析環境構築　・その他システム開発
■海外ビジネス検討中　・ベトナムでのオフショア　・タイでの顧客分析　・イランでの貿易関連　・フィンランドでの予防分析

ベトナムへの
事業展開 ■　人材採用予定、アウトソーシング予定

株式会社分析屋（ぶんせきや）

Analytics Japan Co. Ltd.

藤沢市藤沢484-1　藤沢アンバービル4階

300万円

90人

９
企業情報

学生に求める人材像

留学⽣へのメッセージ
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

いと考えております。ベトナムにつきましては、日本国内の人材不足解消の為にIT人材の採用と、オフショア開発を行っていきたいと考えております。
皆様には、まずデータ集計や分析業務の知識を身につけていただき、その後海外の事業に関わっていただけるようなキャリアパスを想定しておりま

す。身につけられるスキルとしましては、分析力・情報処理能力・日本語力です。もし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。

10
企業情報

学生に求める人材像

留学⽣へのメッセージ
従業員のほとんどがベトナム人です。気軽に質問してください。

http://analytics-jp.com/
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仕事に対する
熱意

自分が今までに経験した事のない、新たな事を前向きに捉え、挑戦し、進歩しようとする方。分からない事
に対して、理解・納得が出来るまで徹底的に考え抜こうとする意欲のある方。継続して地道に努力をしよう
とする方。

学習分野 語学（日本語）、生産管理

語学スキル 日本語能力試験（レベル：N2）　日常的な場面で使われる日本語に加え
より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解する事ができる。

http://www.medifoods.jp

事業内容 病態食・介護食の企画・製造・販売

ベトナムへの
事業展開 検討中

メディカルフードサービス株式会社

Medical Food Service Co., Ltd. 

神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-5第一生命ビルディング

5,000万円

11名

11
企業情報

学生に求める人材像

留学⽣へのメッセージ
私達が取り組んでいるプロジェクトは、初めての事の連続、つまりは勉強の連続です。食品業界に対する知識がなくとも、私たちの

求める熱意のある方であれば、必ず結実しますし、入社は問題ありません。社会に出て、力を身につけ、発揮する事も大事ですが

学生時代はとても短いです。まずは、残り少ない学生生活を悔いなく、精一杯過ごしていただきたいと思います。そして、学生である

今のうちに、将来の基礎となる力を身につけるための努力を、ご自身で考えて行っていただければと思います。

http://www.medifoods.jp

