
♪♬ICHIJIN RECRUITMENT CO.,LTD.♪♬

求職者リスト

No. 国籍 ポジション/Position 性別/Sex 年齢/Age 経験/Experience 希望勤務地/Place サラリー/Sal

Around Bangkok

Chonburi

Rayong

Around Bangkok

Pathumthani

Saraburi

Ayutthaya

Saraburi

Pathumthani

Around Bangkok

Around Bangkok

Bangkok Only

Bangkok Only

Chonburi

Rayong

Bangkok Only

Bangkok Only

Chonburi

Chonburi

Nov1901 日本人/JP 生産管理 男性/Male 25-29

ビジネス使用/Business タイでは、製造業において生産管理の実務経験があり
ます。タイ語は、読書きは少しできます。会話について
は、通訳レベルで可能です。顧客打合せ、品質打合せ
等も通訳無しで自身で対応可能です。自動車の運転も
可能です。タイ人の配偶者がおり、永住を希望していま
す。

80,000B～

英語/ENG ベーシック/Basic

55,000B～

英語/ENG ベーシック/Basic

自動車部品の製造工場にて通訳の経験が10年以上あ
ります。また作業標準書等の翻訳、総務等もご担当して
こられました。現在は、フリーランスの通訳としてお勤め
の方です。自家用車がある方です。

アルミ部品の製造工場にて通訳としてご経験されました
。キャスティング、塗装、加工工程、営業会議、品質会
議、監査等で通訳を担当されました。

30,000B

女性/Female 35-39

日本語/JP

生産管理
購買
工場長
営業

日本人/JP
手取り100,0

00B

タイ語/TH

女性/Female 50-54

Nov1902

タイ在住が10年を超え、タイにご家庭もあり、長くお勤
めできる会社を希望しています。タイでは製造業での生
産管理、購買、外注管理、営業、マネジメントと実務経
験がしっかりあります。通訳不要、タイ語での業務遂行
が可能です。

40-44

男性/Male

語学力/Language skill

45-49

Communication

ビジネス使用/Business

英語/ENG

タイ語/TH

タイ語/TH

25-29

日本語/JP

Nov1911

タイ語/TH ビジネス使用/Business
現在、タイにお住まいの方です。タイ人の配偶者がおり
、今後も長くタイにお住まいのご予定です。工場で発注
や輸入品の日程調整、生産管理やホテル・航空券手配
の庶務など幅広い経験があります。もちろんタイ語での
業務が可能です。

タイで、お勤めのご経験があります。カスタマーサービ
スや総務のご経験があります。英検2級があり、タイ語
については現在も継続して学んでおられます。今後も長
くタイで住まわれるご予定です。

N3

N2

Nov1907

タイ人/TH
BOI
輸出入

男性/Male 25-29

英語/ENG

日本語/JP

セールスコーディネー
ター

日本語を使ったお仕事
男性/Male

Nov1903 日本人/JP
品質保証
品質管理

男性/Male

Nov1904 日本人/JP

タイ人/TH
通訳
総務

日本語を使った業務

100,000B程
度

英語/ENG ベーシック/Basic

50,000B程
度

英語/ENG ベーシック/Basic

女性/Female 35-39

タイ語/TH

コーディネーター
総務

ビジネス使用/Business 日本とタイにおいて、電子部品等の品質保証、品質管
理経験が大変豊富な方です。品質管理システムについ
ての知識もあります。またタイ語にて業務遂行が可能で
す。自動車の運転も可能です。

25,000B

25,000～30

,000B

ベーシック/Basic

ベーシック/Basic

Nov1905 50,000B

英語/ENG Communication

日本人/JP
コーディネーター

総務

日本語/JP

ベーシック/Basic

N3 自動車部品部品や冷間鍛造の工場にてQC/QAの実務

経験が約10年ある方になります。CMMやその他測定機
器の操作も可能です。日本語を使った業務が可能です
。

N3 日系商社で営業サポートとしてご経験されました。日本
やタイの顧客対応、顧客訪問してのアフターサービス等
ご担当されました。明るく、聞き取りやすい日本語で、良
い印象を感じることができます。

英語/ENG

ベーシック/Basic

ベーシック/Basic BOI、輸出入スタッフとしての実務経験があります。原

材料のカットストックの手続きや、BOMの登録申請、ビ
ザ、ワークパーミットの手続きを経験されました。自家用
車があり、自力通勤が可能です。

25,000B

不可/×

Nov1909 タイ人/TH
営業

日本語を使ったお仕事
男性/Male 35-39

日本語/JP

英語/ENG

日本語/JP

英語/ENG

タイ人/TH
通訳

QA/QC
男性/Male

Nov1906 タイ人/TH
コーディネーター

総務
秘書

女性/Female 25-29

Nov1910 35-39

Nov1908 タイ人/TH

N3 日系企業にて総務、コーディネーターの経験が4年あり
ます。出張手配、ビザ更新、その他総務全般、輸出入
に関するコーディネーション等をご経験してこられました
。

33,000-

35,000B
英語/ENG ベーシック/Basic

お気軽にお問合せ下さい！

maruichi@maruichi-thailand.com

求人情報はこちら↓↓↓

http://www.maruichi-thailand.com/ichijin/?cat=4
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Chonburi

Chonburi

Saraburi

Ayutthaya

Ayutthaya

Saraburi

Around Bangkok

Samut Prakan

Around Bangkok

Samut Prakan

Chonburi

Rayong

Pathumthani

Chonburi

Samut Prakan

Pathumthani

購買のご経験が10年を超えます。購買（海外含む）、B

OI、輸出入、外注開拓、原価管理、在庫管理、予算管
理等をご担当して来られました。

30,000B

日本語/JP 不可/×

購買の経験が10年以上あります。原材料並びにその他

の購買業務を担当していました。SAPシステムの操作も
可能です。自家用車があり、自力通勤が可能な方です
。

25,000B

日本語/JP 不可/×

ベーシック/Basic

ビジネス使用/Business

タイ人/TH 購買 女性/Female 40-44

男性/Male to 24

ベーシック/Basic

英語/ENG

Nov1915 タイ人/TH 購買 女性/Female 40-44

英語/ENG

タイ人/TH

Nov1916

Nov1921 タイ人/TH
生産管理
エンジニア

男性/Male 35-39

英語/ENG

30,000～35

,000B
日本語/JP 不可/×

自動車部品の製造工場で輸出入の経験が10年以上あ

ります。その他にも購買、BOIも経験されました。原材料
の免税輸入手続きや、カットストックを担当されました。
自家用車があり自力通勤も可能な方です。

40,000～42

,000B
日本語/JP

英語/ENG ビジネス使用/Business
生産計画や人員計画の作成、生産数量のマネジメント
、問題の対策、原材料のマネジメント、予算管理等のご
経験を豊富に積んでこられました。

60,000B

日本語/JP 不可/×

ベーシック/Basic パトムタニ県にお住まいの方になります。アルミ、亜鉛
等の自動車部品製造工場でのお勤め経験があります。
生産管理として工程内不良の対策や日毎のキャパシテ
ィ管理、人員管理等を担当してこられました。

35,000B

日本語/JP 不可/×

Nov1922 タイ人/TH
工場長
生産管理

男性/Male 40-44

Nov1923 タイ人/TH 生産管理 男性/Male 35-39

英語/ENG

不可/×

英語/ENG

ベーシック/Basic

20,000-

23,000B

Nov1913 タイ人/TH
輸出入

BOI
女性/Female 35-39

英語/ENG

Nov1914 タイ人/TH
購買
BOI

女性/Female 40-44

ベーシック/Basic

簡単な単語/Easy word

Nov1917

まだ社会人経験の少ないフレッシュな方です。Solid 

WorkやAuto 

Cadを使いジグ等の設計ができます。また新製品の設
計につき顧客とのコーディネーションもしてこられました
。自家用車があり、自力通勤が可能です。

20,000～25

,000B
日本語/JP 不可/×

英語/ENG

新卒の方になります。製造業にてインターンシップの経
験があります。英語を使用し、諸外国の方と連絡、コー
ディネーションをするお仕事の内容でした。自家用車が
あり、自力通勤が可能です。不可/×

Nov1919

チョンブリにお住まいの方です。人員管理、日々の生産
計画の作成、不良のアクションプランの作成、工程内品
質の管理等をご担当してこられました。

55,000～60

,000B
日本語/JP 不可/×

Nov1920 タイ人/TH デザインエンジニア 女性/Female to 24

1社にて長くお勤めで転職をした事のない方です。社内
の職場移動のチャンスからデリバリーコントロール、購
買、カスタマーサービス、BOIの実務を経験する事がで
きました。各部門の業務の関連性も理解されています。

Nov1912 タイ人/TH
BOI
輸出入

女性/Female 25-29

英語/ENG

日本語/JP

英語/ENG ビジネス使用/Business

ベーシック/Basic BOI、輸出入スタッフとして輸出入書類の作成、FormE/

D/AIの作成、カットストック等をご担当して来られました

。業務でBOIやカスタム、IEATなどの省庁ともコンタクト
をしておられました。不可/×

ベーシック/Basic

日本語/JP

セールスコーディネー
ター

タイ人/TH メンテナンス 男性/Male 25-29

英語/ENG

25-29

英語/ENG

Nov1918 タイ人/TH
セールスコーディネー

ター
女性/Female

ベーシック/Basic

自動車部品の製造工場において約4年間メンテナンス
としてご経験されました。機械、ロボット、溶接機、プレ
ス機、電気システム、工場内の電気関係設置業務等を
ご担当されました。

17,000B

日本語/JP 不可/×

18,000～20

,000B

顧客対応や顧客・部門とのコーディネーション、お見積
書の作成、新規受注活動、マーケティング活動などを約
2年間ご経験して来られました。

25,000～28

,000B
日本語/JP 不可/×

お気軽にお問合せ下さい！

maruichi@maruichi-thailand.com

求人情報はこちら↓↓↓

http://www.maruichi-thailand.com/ichijin/?cat=4


