私たちは知っている。
ビジネスは、そして世界は、
「人」でしか変わらない。
ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメントジャパン株式会社

キャリア・コンサルタント採用セミナーのお知らせ
常に最高の人材を、最高のスピードとクオリティで提供するエグゼクティブサーチ会社、ヘイズ・スペシャ
リスト・リクルートメント・ジャパン株式会社。サーチ型、俗に言うヘッドハンティングの手法で、ビジネス
にインパクトを与える人材をご紹介する弊社では、ひとりひとりが最高のビジネスパーソンであるべきで
あるという方針の基、各コンサルタントがIT、金融、消費財など専門分野に特化することで、より質の
高いサービスをお客様に提供しております。今回は事業拡大につき新しい人材の採用を予定。弊社や弊社の
グローバルなビジネス戦略、そして、人材ビジネスに興味をお持ちの方、ぜひこの機会にご参加ください。

会 社 概 要

セミナー概要

日

時

ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社は、ロンドンに本社を置き、全世界27か国、
350の拠点を持ち、7500人以上を抱える世界最大規模のリクルーティング会社です。
●

ヘイズ・グループのグローバル戦略

●

エグゼクティブサーチの特徴、他人材会社との違い

●

キャリア・コンサルタントの1日

●

ヘイズ・グループ内でのキャリア・パス

●

入社までのプロセス

2008年7月26日土
2008年8月23日土

①10:00−12:30 ②14:00−16:30

①10:00−12:30 ②14:00−16:30

ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社

会

場

東京オフィス内

東京都港区赤坂2−17−22 赤坂ツインタワー本館7F
TEL：03−3560−1188

対

象

応 募 方 法

●

ビジネスレベル以上の英語力があり、キャリア・コンサルタントに興味をお持ちの方

●

職務経験が1年〜2年以上あること（業種は問わず）

希望の日時、職務経歴書、履歴書を添付の上、seminar@hays.co.jpまで
ご送付ください。確認後、セミナー案内状を送信させていただきます。
（メールの件名に、
「キャリアセミナー参加の件」とご記入ください）

お問い合わせ先

TEL 03−3560−2624

江原・江森

Hays Japan Internal Career Seminars
Start Your Career in Recruitment
Hays Japan
Hays Specialist Recruitment is a global company with over 7,500 staff in 350 offices across 27
countries, head-quartered in London. We are a specialist staffing group focused on providing
the full spectrum of human capital services on a worldwide basis to specific vertical industries.
We are delighted to host 2 one-day internal career seminars that will provide an excellent
opportunity to meet with individual hiring managers from all of our specialist business units
within our Tokyo office.
Hays Specialist Recruitment Japan KK specialises in both permanent and contract recruitment,
and all specialist business units are expanding, offering a variety of opportunities to become a
Recruitment Consultant.
Being a Recruitment Consultant is a fast paced and exciting career. The potential to challenge
yourself on a daily basis in this busy and demanding environment will drive your career forward.
We are looking for well polished individuals who enjoy working in a target driven environment,
with a positive personality and excellent communication skills.
About Hays Japan

Career Seminar

Specialist Recruitment vs. other recruiting firms
What is a “Career Consultant”?
Global career path within Hays group

Dates

Location

July
26th (Sat)
August 23rd (Sat)

①10:00-12:30
①10:00-12:30

②14:00-16:30
②14:00-16:30

Hays Japan Tokyo Office
Akasaka Twin Tower, Main Tower 7F, 2-17-22 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
Native Japanese level and business level English are required

Attendees

Fluent English speakers with good level of Japanese
Experienced in recruiting or interested in starting a career in recruitment
Professional experience (any industry) 1 〜 2 years minimum

To apply

Please send us your English resume to the email address
request an invitation.
Subject: Internal Career Seminar

Contact

T 03-3560 2624 / Satoko Ehara / Wakana Emori

seminar@hays.co.jp to

