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☆中国駐在☆ 電⼦部品の量産購買！☆⽇本国内2位、世界17位のグローバル企業☆
モノづくりの拠点としては、⽇本、中国、ベトナム、タイ、メキシコに展開しています。

Job Information
Recruiter
Global Career Co., Ltd.
Job ID
1133326
Company Type
Large Company (more than 300 employees) - International Company
Non-Japanese Ratio
Majority Non-Japanese
Job Type
Permanent Full-time
Location
China, 東莞市
Salary
9 million yen ~ 11 million yen
Salary Bonuses
Bonuses paid on top of indicated salary.
Work Hours
8:30〜17:30
Holidays
中国現地カレンダーに準ずる
Refreshed
April 26th, 2021 01:00

General Requirements
Minimum Experience Level
Over 3 years
Career Level
Mid Career
Minimum English Level
None
Minimum Japanese Level
Native
Other Language
Chinese (Other) - Business Level
Minimum Education Level
Technical/Vocational College
Visa Status
No permission to work in Japan required

Job Description
【職種】
量産購買（課⻑〜次⻑クラス）
【業務内容】
量産購買業務：部品の発注業務、納期/コスト交渉、サプライヤー選定をお任せします。また、部⾨のマネジメントもお任
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せします。
☆就業環境☆
※国内勤務の場合（海外駐在は現地カレンダーに準じます）
年間休⽇120⽇、平均残業は⽉30時間程度、平均有休取得⽇数も10⽇程度となっており、
ワークライフバランスの整った環境です。
☆アピールポイント☆
当社は、EMS業界（電⼦機器受託製造サービス）では、国内のパイオニアとしてトップクラスの実績を誇っています。モノ
づくりの拠点としては、⽇本、中国、ベトナム、及びタイに展開しています。
また、⾞載、家電機器、アミューズメント関連など幅広い業界と取引があり、
加えて国内に留まらず海外での実績も確⽴しています。
⼊社後は社内のリソースを最⼤限に活⽤して、
顧客のニーズに応えて成⻑していける環境があります。
9割の社員が中途⼊社の為、⼊社後も馴染み易い環境です♪
≪転勤有無≫ 有
中国駐在については1クール4年間として、1クール終了する前に、継続か帰任かを相談の上決定します。
将来的には、全国転勤・他海外赴任（タイ/ベトナム）の可能性があります。
【想定年収】
900万〜1,100万円
※給与補⾜※
■年収は、経験・能⼒に応じて決定します。
■予定年収には海外赴任⼿当てを含みます（⽉額17〜22万円を想定）
■赴任⼿当を除いた場合の年収は700〜800万円を想定
昇給：年1回
賞与：年2回
【待遇/福利厚⽣】
・各種社会保険完備
・通勤⼿当
・残業⼿当
・退職⾦制度
・社員持株会 等
※海外赴任の場合
・社宅有り
・通勤時送迎バスあり
・海外旅⾏者保険あり
・年2回の帰国⼿当あり

等

【雇⽤形態】
正社員（試⽤期間3ヶ⽉）

Required Skills
■必須条件：
・電⼦部品の購買経験
・マネジメント経験
■語学⼒：
・中国語（ビジネスレベル）
※英語が使⽤できれば尚可。

Company Description
はじめまして！！

We are Global Career Co., Ltd.

突然ですが、、
⽇本で就職・転職をする際に不安に感じることはありませんか？
●⾃分の⽇本語が通じるか？
●希望する仕事ができるのか？
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●給与、待遇は悪くないのか？
●労働時間は⻑くないのか？
●職場の⼈間関係は良好か？
●今後のキャリアプランはどうなるのか？
●勤務地がどこになるか？
●教育・研修制度は整っているのか？
●経営が安定しているか？
●ビザサポートはあるのか？
☆☆その不安をGlobal Careerの専任アドバイザーがお答えします☆☆

ご希望するお仕事は⾒つかりましたか？
●商社(総合・専⾨)
●ホテル・旅⾏
●情報通信・ソフトウェア・ゲームソフト・インターネットサービス
●銀⾏・証券
●⾃動⾞・輸送⽤機器
●電⼦・電機・機械
●建設・住宅・不動産
●その他業界
☆☆当社がご紹介できる業界/職種は多岐にわたります☆☆

エントリー企業の履歴書、⾯接ではご⾃⾝をしっかりアピールできていますか？
●コミュニケーション能⼒
●語学⼒
●異⽂化対応⼒
●基礎学⼒
●専⾨知識・スキル
●熱意・明るさ
●協調性・信頼性
☆☆当社は皆様の魅⼒を徹底的に引き出してアピールできます☆☆

エントリー企業に気になることを質問できていますか？
●グローバル⼈材の採⽤実績
●採⽤スケジュール
●採⽤予定⼈数
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●求める⼈材像
●実際の仕事内容
●社内の雰囲気
●同じ出⾝国社員の採⽤実績
●給与詳細
●福利厚⽣
●離職率
●教育・研修制度
☆☆当社は求職者の皆様に代わってエントリー企業に質問・確認ができます☆☆

【提供サービス⼀覧】
グローバル⼈材に特化した就職・転職⽀援
●条件に⾒合うお仕事の紹介
●就職に向けた履歴書添削、⾯接対策のサポート
●各種ビザ申請サポート
●⼊管法専⾨家によるコンサルタント

【コンサルタント紹介】
20代〜40代の専任担当者がいます。
英語・タイ語・ベトナム語でのご対応も可能です。

【ご挨拶】
株式会社グローバルキャリアは、総合⼈材サービスを基準として様々な分野でお客様のお役に⽴てることを願い、成⻑を続
けてきました。
海外経験豊富なキャリアカウンセラーが、皆様の就職・転職活動を全⾯的にサポートいたしますのでお任せください。（対
応に関しての費⽤は⼀切かかりません。）
We are Global Career Co., Ltd.
Do you feel anxious when you work or change jobs in Japan?
● How is my Japanese?
● Can I find my dream job?
● Are this company's salary and benefits good or bad?
● Is overtime too long?
● Is my relationship with my co-workers good or bad?
● What is my future career plan?
● Where is the work location?
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● Is the education and training system substantial?
● Is my company doing well?
● Does this company have visa support?
☆☆ Global Career full-time advisors will answer to your anxiety ☆☆

Have you found your dream job?
● Trading company (general / specialty)
● Hotel / Travel
● Information and communication, software, game software, Internet service
● Bank / Securities
● Automotive and transportation equipment
● Electronics / Electricity / Machine
● Construction / Housing / Real Estate
● Other industries
☆☆ We can introduce a wide variety of industries / occupations ☆☆

Can you express yourself and impress your future employers through resume and interviews?
● Communication skills
● Language skills
● Intercultural ability
● Basic academic ability
● Specialized knowledge and skills
● Enthusiasm and brightness
● Cooperation and reliability
☆☆ We can draw out your good sides thoroughly and impress your future employers ☆☆

Can you ask the company you're applying for these questions?
● Employment of global human resources
● Recruitment schedule
● Number of people to be hired
● Expected ideal applicant's impression
● Actual job description
● Company atmosphere
● Employment of people from your country
● Salary details
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● Welfare benefits
● Turnover rate
● Education and training system
☆☆ We can ask and confirm these things on behalf of job seekers ☆☆

[List of services provided]
Job placement and job switching support specialized for global talents
● Introduction of jobs that meet your desires
● Resume correction and interview support
● Visa support/consulting
● Consultants by immigration law experts
[Introduction of consultants]
There are full-time personnel in their 20s to 40s.
They can speak Japanese, English, Thai and Vietnamese.

【Greetings】
Global Career Co., Ltd. has continued to grow, hoping to serve customers in various fields based on comprehensive human
resources services.
Overseas experienced career counselors will fully support your employment and job change activities. (There is no cost or
fee for these support)

