
採用HP

◎設立： 12955 ◎従業員数：

売上高

給　　　与

応募資格

文系：

理系：

Recruitment

Website

Jun-35 132,138 (As of Mar. 19)

Sales

Salary

 Qualification

 B.A. ：

 B.S. ：

Company

Profile

More than 100 countries in the world

Recruiting

Information

Varies depending on the above job categories (Check for details at Fujitsu recruting website)

Commuting cost aid, family assisting benefit, housing

aid, dormitory (as per our rules), employee

shareholding, asset building savings etc.

Those expected to graduate from (complete)

university, graduate school or technical college in

March 2022

Or those who have already graduated/completed and

wish to be employed in the same frame work as new

graduates (Irrespective of the career background)

Japanese level
Other Language

Level

Command of English: Daily conversation to

business levelDaily conversation level(Equivalent

to N3)

Results of hiring

students from abroad

Approximately 10% of the total new graduates employed are foreign students and about 90 persons are scheduled

to enter the company in April 2021.

Message to Students

We recruit foreign human resources for the three purposes:

- Creation of values based on different sense of value and way of thinking

- Contribution to businesses

- Internal globalization

We await applications from those who will bring change and lead us to a more global company.

Job type

5 Job types collaborating to do business

01. Sales and Marketing

02. Solution & Service Engineer

03. Software Development/Hardware Development

04. Research

05. Corporate

5

Fujitsu is a Digital Trasformation company creating new value using cutting edge ICT technology and making a digital revolution in business.

FUJITSU LIMITED
1st Tokyo Stock Exchange◎Established in ◎Number of Employees

IT/Network/Internet

Selection Process TBAAbout

hiring

information Entry Sheet Deadline TBA

Daily conversation level(Equivalent

to N3)

Business Description

We are in a total solution business in the ICT area providing various types of services comprehensively from

development, manufacture, marketing to maintenance operation of cutting-edge, high performance and high quality

products and electronic devices that support such services.

Location Shiodome City Center, 1-5-2 Higashishimbashi, Minato-ku, Toyo

Overseas location

Capital 324,600 million yen 3,95240 trillion yen FY2018

Job description

HQ office (Shiodome), Kawasaki Plant, Solution Square

(Tokyo), Kansai System Laboratories (Osaka),

Research Institutes (Kawasaki, Atsugi, etc.) and all

other domestic and overseas entities

Master completed: Monthly salary of 240,000

University graduate: Monthly salary of 225,000

Technical college graduate: Monthly salary of 190,500

yen

Work location

Other allowances

富士通株式会社

日本語レベル その他言語レベル 日常会話～ビジネスレベルの英語力
問わない

問わない

本社所在地

資本金

東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

◆修士了：月給240,000 円

◆大学卒：月給225,000 円

◆高専卒：月給190,500円

IT・通信・インターネット

連結：132,138名 （2019年03月現在）

海外拠点 世界100カ国以上

3,246億円

未定

募集職種

仕事内容

勤務地

新卒採用数全体の1割を目安に外国籍学生の採用を行っており、2021年4月からは約９0名が入社予定です。

私たちは、3つの目的から外国籍人材の採用を行っています。

・異なる価値観・考え方による価値創造

・ビジネスへの貢献

・内なるグローバル化

富士通に変化をもたらし、より一層のグローバル企業に導く。

そんな皆さんのご応募をお待ちしております。

外国人採用実績

未定選考プロセス

エントリー締切

2018年度 （平成30年度） 連結：3兆9524億円

事業内容

メッセージ
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選考情報

採用情報

本社事務所（汐留）、川崎工場、ソリューションスクエア

（東京）、関西システムラボラトリ（大阪）、研究所

（川崎、厚木など）他、国内外全事業所

会社概要

ICT分野において、各種サービスを提供するとともに、これらを支える最先端、高性能かつ高品質のプロダクトおよび電子デバイスの開発、製造、販売

から保守運用までを総合的に提供する、トータルソリューションビジネスを行っています。

通勤費補助支給、ファミリーアシスト給付、家賃補助、寮

（当社規定による）、社員持株、財形貯蓄 等

～連携してビジネスを行う5つの職種～

01．セールス＆マーケティング

02．ソリューション＆サービスエンジニア

03．ソフトウェア開発・ハードウェア開発

04．研究

05．コーポレート

上記職種により異なる

（詳細は富士通採用ホームぺージよりご確認ください）

大学、大学院、高等専門学校を2022年3月卒業（修

了）見込みの方

または既卒の方で新規卒業予定者と同じ枠組みによる採

用を希望される方（職歴の有無は問いません）

諸手当・待遇等

富士通は、最先端ICT技術を活用して新たな価値を生み出し、ビジネスにデジタル革新を起こすＤＸ企業です

東証一部
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https://fujitsu.recruiting.jp.fujitsu.com/
https://fujitsu.recruiting.jp.fujitsu.com/

