高い技術力
海外拠点有
社宅・家賃補助制度

強い芯を軸に、時代を、世界を動かしていく挑戦者を求めます。
会社概要

募集

設立：
本社所在地：
海外拠点：

1897年
従業員数： 連結 225,484名
大阪市中央区北浜4-5-33
米国、欧州、中国、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、シンガポール
等

職種①：
仕事内容：

総合職（住友電工採用）
（事務系）企画、営業、生産管理、購買、経理、法務、人事・総務ほか
（技術系）研究開発、製品開発、生産技術、機械設計、電気電子設計、システム設計ほ
か

売上：

2兆5687億円

応募資格：

文理不問

日本語レベル：

ビジネスレベル

英語レベル：
その他
応募資格：

ビジネスレベル
2015年4月～2016年3月に大学院・4年制大学を卒業見込の方、又は既卒3年以内で職
歴のない方

事業概要：
自動車関連事業、情報通信関連事業、エレクトロニクス関連事業、産業素材関連事業
環境エネルギー関連事業

研修制度：

あり

各種、階層別研修と選択型研修があります。

職種②：

技術系スタッフ（現地法人採用）

海外転勤：

あり

担当業務・能力等に応じて

仕事内容：

・マレーシア・ジョホールバル（電線・プリント回路等の製造販売会社）
で生産技術、品質保証等の職種で勤務頂ける方を募集します。

給与：

①住友電工採用の場合 （2014年4月実績）
学部卒：月給20万9000円
修士了：月給22万7000円
②現地法人採用の場合：各社規定によります

応募資格：

理系

日本語レベル：

日常会話レベル

英語レベル：

ビジネスレベル

諸手当：

①住友電工採用の場合：家族手当、家賃補助手当、通勤交通費等
②現地法人採用の場合：各社規定によります

その他
応募資格：

年次休暇：

①住友電工採用の場合：年間休日122日（2014年度。完全週休2日制、年末年始
、夏季、GWなど）、年次有給休暇20日など
②現地法人採用の場合：各社規定によります

給与・待遇

留学生の採用・ASEANでのビジネス展開について

今後の選考について

外国人採用実績
中国、タイ、シンガポール、マレーシア等の国出身の約50名の先輩が、強みを活かして幅広い分野で活躍し フェア後の選考プロセス：
ています。
■選考プロセス：
定期的に外国人籍社員のタウンミーティングを開催し、働きやすい職場をめざしています。
①住友電工採用
リクナビへのエントリー後、専用Webサイトをご連絡します。詳細はそちらを確認下さい。
外国人留学生に期待すること
4月頃 エントリーシート提出（提出締切は5月末予定）、SPI
6月頃 課題レポート提出
事業の拡大につれて世界中の企業との競争が激化している今、日本文化への理解と異文化への対応力を
上記を総合的に判断し、通過者に面接（日本語）のご連絡をします。
もって、グローバル人材として活躍いただくことを期待しています。
8月 面接→最終面接→内定
今後のASEANでのビジネス展開
住友電工グループは、1969年に海外初の製造拠点をタイに設立して以来、幅広い事業分野で、
インドネシア、ベトナム、タイ、マレーシア、フィリピン他ASEAN諸国に56の拠点を展開しています。

②現地法人採用
エントリーシートを提出下さい。募集の都度、人事よりご連絡します。
書類選考→面接、筆記試験→最終面接→内定

Highly Advanced Technology
Oversea Bases

We seek an enthusiastic person with a strong core who will change the times and world.

Company Profile
Established in：

1897

Number of Employees：

225,484 (consolidated)

4-5-33, Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi
Location：
Overseas location： U.S., Europe, China, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, Singapore
etc..

2.5687 trillion yen

Company House, Rent Assistance

Recruiting Information
Job type①：
Job description

Generalist (hired by Sumitomo Electric Industries)
(Office work related) Planning, sales, production management, purchasing, accounting,
legal affairs, human resources, general affairs and others.
(Engineer related) Research and development, product development, production
engineering, machine design, electrical electronic design, systems design and others.

Qualification：

Accepted regardless of major

Business Description：

Japanese level：

Business level

Automotive related business, Information and communication related business
Electronics related business, Industrial materials related business
Environment & energy related business

English level：
Other
qualification：

Business level

Job type②：

Engineer (hired by local corporation)

Job description

We seek those who can work in occupations such as production engineering and
quality assurance at Johore Baharu, Malaysia (a manufacturing and selling company of
products such as electric wire and print circuit).

Sales：

Training program：

Available. Various trainings according to job grade and choice.

Relocation to the
other countries：

Possible. Depend on the business in charge and ability etc..

Salary：

i) When Sumitomo Electric Industries hires (The result in April, 2014)
Bachelor's degree： 209,000 yen
Master's degree： 227,000 yen
ii) When local corporation hires： Depends on each company’s regulations.

Salary/Benefit

Expected graduation from graduate school or four-year university from April 2015 to
March 2016, or those who have graduated of from graduate school or four-year
university within the past 3 years with no previous employment history.

Qualification：

Science

Other allowances： i) When Sumitomo Electric Industries hires： Travel expenses, housing support
allowance, family allowance.
ii) When local corporation hires： Depends on each company’s regulations.

Japanese level：

Conversation level

Annual Leave：

English level：

Business level

i) When Sumitomo Electric Industries hires： 122 annual holidays (The
result in 2014. A complete five-day working week, year-end and New Year
holidays, summer holidays and golden week, etc..) 20 annual paid vacation
days and so on.
ii) When local corporation hires： Depends on each company’s regulations.

Other
qualification：

Reason for hiring ASEAN Students
Results of hiring students from abroad
Approximately 50 foreigners from countries such as China, Thailand, Singapore and Malaysia have been
Hiring process：
playing an active part in various fields by making use of their own strength.
We hold town meetings for the employees with foreign nationality regularly in order to create a comfortable
working environment.
Expectation for students
As competition among companies in the world has intensified along with the expansion of the business, we
expect foreign students to play an active part as a global talented person with understanding of Japanese
culture and other cultures.

Business Vision in ASEAN regions
The Sumitomo Electric Industries group has developed 56 bases, including Indonesia, Vietnam, Thailand,
Malaysia, the Philippines and other ASEAN countries, in the great variety of business fields since the
estblishment of production base in Thailand in 1969.

About hiring process
i) Sumitomo Electric Industries hires
After an entry to Rikunabi, applicants will be informed of our recruiting web site for
more detailed information.
Applicants will be requested to submit entry sheet (scheduled deadline is the end of
May), to take SPI around April, and to submit assignment report in June.
We will assess the above comprehensively, and notify those who have passed to
arrange interview (in Japanese).
In August, interview ->the final interview ->informal decision.
ii) Local hires
Please submit entry sheet. HR will contact applicants if there are any job offer.
Paper screening-> interview, written examination->the final interview-> informal
decision.

