外国人留学生対象

北陸３県、長野県
企業

北陸３県・長野県
合同業界研究会

金沢
会場

開催場所
参加企業
内

容

２０２０年２月１１日（火・祝）12時45分～17時00分
（受付 12時30分～）
金沢大学角間キャンパス
自然科学大講義棟Ａ・Ｂ、レクチャーホール
石川県金沢市角間町
北陸３県及び長野県に事業所を置く企業

（火・祝）

申し込み→

３０社

・企業 PR タイム（１社１分）

参加企業が１分で企業ＰＲを行います。

・業界研究会（25分×5回）

参加対象者等
参加対象者 北陸３県、長野県等の

学校に通う外国人留学生
（学年及び学部は問いません。）

参加費

無料

（会場への旅費や宿泊費は自己負担）

お問い合せ

参加企業のブースを訪問して企業の説明を聞いたり、
聞きたいことを質問しましょう。
1 回あたり 25分で、25分経過後、他の企業ブースを
訪問します。

富山県グローバル人材活躍事業
運営事務局
フォースバレー・コンシェルジュ株式会社

企業担当者とざっくばらんに話すことを目的としたフ
リートークを開催済ます。

FAX：03-3263-6848

・フリートーク（30分×１回）

主催
共催

2/11

参加者募集!!

北陸３県(石川県、福井県、富山県)、
長野県の企業が一斉に集まる業界研究会
を開催します。
事業内容はもちろん、就職活動に関して
聞いてみたいこと、疑問に思っていることを
どんどん聞いてみましょう。
北陸３県及び長野県の魅力的な企業を発見する
絶好の機会です。
ぜひご参加ください！！

開催日時

３０社 参加

TEL：03-3263-6847
toyama.global@4th-valley.com

石川県、福井県、富山県、長野県
「かがやき・つなぐ」北陸・信州留学生就職促進プログラム

For International Students

Industry/Company
Research Seminar

30

Companies

From Ishikawa,
Fukui, Toyama

Now Open!!

and Nagano

Feb.
11th
(TUE)

Kanazawa
Venue
We will hold an “Industry/Company
Research Seminar”, with the
participation of companies in Hokuriku
region and Nagano prefecture.
Come and join us, and you can find what
you want to know about job hunting
including detailed business descriptions.
Don’t miss this opportunity to discover
attractive companies in the area!
Date
Venue

Click here to apply→

11th Feb. 2020 (Tue) 12:45 – 17:00
（reception opens at 12:30）
Natural Science and Technology Lecture Hall,
Kanazawa University Kakuma campus,
Kakuma-machi, Kanazawa-shi, Ishikawa

Company 30 participating companies in total who have their
office in Hokuriku area or Nagano

Details

Company PR（１min for a company）
One minute pitch decks by each company
Industry/Company Research Seminar
（25 mins×5 sessions）
Visit company booths to listen to the company’s
introduction and to ask questions of them. A session
lasts 25 mins, and after that move to the next booth.
Free Talk Session (30 mins×1session)
For the purpose of casual communication,
you can enjoy communication with companies'
representatives during free talk session

Eligible participants
Open for International
Students from Hokuriku 3 pref.

and Nagano pref.

Participation fee
Free

（Transportation and accommodation fee will not
be covered）

Contacts
Toyama prefecture global human
resource success project
Project Management Office
Fourth Valley Concierge Corporation
TEL：03-3263-6847
FAX：03-3263-6848
toyama.global@4th-valley.com

Hosted by Ishikawa, Fukui, Toyama and Nagano prefectures
Co-hosted by “Kagayaki/Tsunagu” Hokuriku-Shinshu Int’l Student Employment
Promotion Program

