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Guest Coordinator
Fast growing US based media company

募集職種
人材紹介会社
アヘッド・ジャパン
求人ID
1059336
会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数) - 外資系企業
勤務形態
正社員
勤務地
千葉県
給与
300万円 ~ 400万円
更新日
2020年11月25日 05:00

応募必要条件
職務経験
3年以上
キャリアレベル
中途経験者レベル
英語レベル
ビジネス会話レベル
日本語レベル
ネイティブ
最終学歴
短大卒： 準学士号
現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項
Guest support (schedule management and coordination)
Coordination of work related to SNS
Supporting the guest for promotion video shooting, event appearances, etc.
Sample merchandise management/distribution
Contacting overseas vendors via E-mail (in English)
Contact with talent agents (schedule confirmation, communication of product information, etc.)
On-air preparation with merchandise department and guest training team

スキル・資格
Great communication skills and team work
Flexibility and ability to multi-task
Ability to adjust and explain the schedule accurately
Those who can ensure confidentiality
Those who are good at admin work
PC Skills (Outlook, Word, Excel)
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Ability to read, write and communicate in English

会社説明
Think Ahead. Move Ahead.
We know that who you work with matters.
Think of Ahead - think of your future.
Ahead Japan is an executive search firm changing recruitment in Japan and the APAC region. Headquartered in Tokyo, we
assist SMEs and multinational corporations in their hiring needs with our extensive network of bilingual professionals. Ahead
specializes in function-based recruiting in the areas of IT, Marketing, Finance & Accounting, and Office Administration.
Here at Ahead, we know that who you work with matters. We help you think positively and move forward. For our clients, we
are dedicated to helping you build a strong workforce and assure you we’ll find the best candidate for the job. For our
candidates, we are focused on supporting your ambitions and placing you in a position that reflects them. So whether you are
a client or a candidate, when you think of Ahead, think of your future.
アヘッドはあなたの未来を応援します。
アヘッド・ジャパンは日本及びAPAC地域におけるキャリア採用の在り方を変えるべく設立された、バイリンガル人材に強いエグゼクティ
ブ・サーチ＆リクルートメント会社です。東京を拠点とし、幅広いネットワークを活かして中小企業から大手多国籍企業まで多彩なクライ
アント企業とバイリンガル人材を結ぶお手伝いをしています。取扱職種はIT、マーケティング、経理財務、及びオフィス・アドミニストレー
ションです。
アヘッド・ジャパンは、仕事をする上で「人」が大事であると信じています。私たちの仕事は、皆様が前を向いて一歩を踏み出すお手伝い
をすることです。クライアント企業が採用ポジションにベストマッチする候補者を見出し、強いチームを作れるように。また転職活動中の
方が、一人ひとりの目標や希望にかなった仕事、ポテンシャルを十分に生かせる環境に出会えるように。企業にとっても、候補者にとって
も、アヘッド＝未来、でありたいと願っています。

