【募集要項】
勤務地：東京本社
 募集職種：
【営業職】
 仕事内容：中国・香港・台湾等中華圏を結ぶ国際宅配便の提案営業。新規開拓だけで
なく、既存顧客のフォローも行っていただきます。
 必要な資格：なし
 必要なスキルと経験：・法人営業経験
・物流業界経験
 給料:220,000円～400,000円
 雇用形態：正社員
 交通費：31,000 円まで
 昇給査定：年 1 回（人事考課制度による）
 賞与：年 2 回（昨年度実績/業績による）
 休日休暇：週休 2 日制(土・日)
祝祭日
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
 福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
 勤務時間：9：00～18：00
 提出書類：履歴書・職務経歴書
 選考プロセス：書類選考→第一次面接→第二次面接（場合によって設けます）→採用
内定
********************************************************************************
 募集職種：
【総務人事職】
 仕事内容： 東京本社管理部門にて、採用・総務管理を中心にお任せします。面接等の
スケジュール調整、備品の購入などを担当していただきます。
 必要な資格：漢語水平考試5級程または日常会話レベル
 必要なスキル：・PCスキル

・労務業務経験
 給料:220,000円～
 雇用形態：正社員
 交通費：31,000 円まで
 昇給査定：年 1 回（人事考課制度による）
 賞与：年 2 回（昨年度実績/業績による）
 休日休暇：週休 2 日制(土・日)
祝祭日
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
 福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
 勤務地：東京本社
 勤務時間：9：00～18：00
 提出書類：履歴書・職務経歴書
 選考プロセス：書類選考→第一次面接→第二次面接（場合によって設けます）→採用
内定
*******************************************************************************
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 募集職種：
【経理】
 仕事内容：現金出納や伝票起票、月次決算などからスタート。事業計画書の作成やメ
ンバーのマネジメント、中国への出張など、幅広い活躍できる舞台があります。
 必要な資格：日商簿記2級


必要なスキルと経験：・経理経験 2 年以上
・エクセルなどの PC スキル（関数、ピポットテーブル）













・月次決算・年次決算
給料:250,000円～350,000円
雇用形態：正社員
交通費：31,000 円まで
昇給査定：年 1 回（人事考課制度による）
賞与：年 2 回（昨年度実績/業績による）
休日休暇：週休 2 日制(土・日)
祝祭日
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
勤務時間：9：00～18：00
提出書類：履歴書・職務経歴書
選考プロセス：書類選考→第一次面接→第二次面接（場合によって設けます）→採用
内定

********************************************************************************




募集職種：
【社内 SE】
仕事内容：業務系基幹システムを中心に、社内におけるITシステム全般の開発をお任
せ。
必要な資格：なし



必要なスキルと経験：・ネットワーク構築・運用補修経験
・Windows サーバ（Unix 系）の運用管理経験

・ExcelVBA or AccessVBA
 給料 250,000円～350,000円
 雇用形態：正社員
 交通費：31,000 円まで
 昇給査定：年 1 回（人事考課制度による）
 賞与：年 2 回（昨年度実績/業績による）
 休日休暇：週休 2 日制(土・日)
祝祭日
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
 福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
 勤務時間：9：00～18：00
 提出書類：履歴書・職務経歴書
 選考プロセス：書類選考→第一次面接→第二次面接（場合によって設けます）→採用
内定
*******************************************************************************
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 募集職種：
【集配業務】
 仕事内容：自社の荷物の配達集荷業務とパソコンを用いてデータ入力作業をお任せ致
します。
 必要な資格：普通自動車運転免許（AT限定可）













必要なスキルと経験：・配送経験者歓迎
給料:220,000円～240,000円
雇用形態：正社員
交通費：31,000 円まで
昇給査定：年 1 回（人事考課制度による）
賞与：年 2 回（昨年度実績/業績による）
休日休暇：週休 2 日制
祝祭日
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
勤務時間：9：00～18：00・10：00～19：00（シフト制）
提出書類：履歴書・職務経歴書
選考プロセス：書類選考→第一次面接→採用内定

*******************************************************************************

















募集職種：
【監査職】
仕事内容：社内の監督者として勤務して頂き、日本と海外の物流オペレーション管理
と各部門の定期監査をお任せします。また、将来的に問題発生時の調査と改善業務も
して頂きたい為、世界を飛び回るポジションです。
必要な資格：漢語水平考試（HSK）5級程または中検2級程度お持ちの方
必要なスキルと経験：・国際物流経験者
給料:280,000円～350,000円
雇用形態：正社員
交通費：31,000 円まで
昇給査定：年 1 回（人事考課制度による）
賞与：年 2 回（昨年度実績/業績による）
休日休暇：週休 2 日制(土・日)
祝祭日
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
勤務時間：9：00～18：00
提出書類：履歴書・職務経歴書
選考プロセス：書類選考→第一次面接→第二次面接（場合によって設けます）→採用
内定
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勤務地：成田支店
 募集職種：
【保税業務】
 仕事内容：輸出入貨物の搬出入業務。スコア・ジャパンの取り扱うメイン貨物は、1梱
包5kg～10kg程で、比較的小型の貨物が多いです。その他伝票作成や簡単なパソコン入
力、在庫管理を行っていただきます。
 必要な資格： なし
 必要なスキルと経験：・フォークリフト経験者歓迎
・倉庫勤務経験
 給料：220,000円～280,000円
 雇用形態：契約社員
 交通費：31,000 円まで
 昇給査定：年１回（人事考課制度による）
 賞与：年 2 回（昨年度実績/業績による）
 休日休暇：週休 2 日制
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
 福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
 勤務時間：10：00～19：00／11：00～20：00 ※シフト制
 提出書類：履歴書・職務経歴書
 選考プロセス：書類選考→第一次面接→採用内定
*******************************************************************************
 募集職種：
【通関業務】
仕事内容：貿易（輸出入）に関するデータ入力や書類作成をお任せします。通関資料を元
にお客様の代わりに申告を手助けする業務です。実行関税率表に基づいた税番の仕分け作
業、税関からの質問事項に対する回答等、調整作業も担当していただきます。
 必要な資格： 通関士または同等知識
 必要なスキルと経験：・貿易業務の経験
・航空業務の経験
・通関業務の経験
※いずれも可
 給料：220,000円～400,000円
 雇用形態：契約社員or正社員
 交通費：31,000 円まで
 昇給査定：年１回（人事考課制度による）
 賞与：年 2 回（昨年度実績/業績による）
 休日休暇：週休 2 日制
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
 福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
 勤務時間：7：00～20：00 の間の 8 時間 ※シフト制
 提出書類：履歴書・職務経歴書
 選考プロセス：書類選考→第一次面接→採用内定
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勤務地：大阪支店
 募集職種：
【営業職】
 仕事内容：中国・香港・台湾等中華圏を結ぶ国際宅配便の提案営業。新規開拓だけで
なく、既存顧客のフォローも行っていただきます。
 必要な資格： なし
 必要なスキルと経験：・法人営業経験
・物流業界経験
 給料：220,000円～400,000円
 雇用形態：正社員
 交通費：31,000 円まで
 昇給査定：年１回（人事考課制度による）
 賞与：年 2 回（昨年度実績/業績による）
 休日休暇：週休 2 日制(土・日)
祝祭日
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
 福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
 勤務時間：9：00～18：00
 提出書類：履歴書・職務経歴書
 選考プロセス：書類選考→第一次面接→第二次面接（場合によって設けます）→採用
内定
*******************************************************************************
















募集職種：
【操作業務】
（大阪市西区）
仕事内容：輸出貨物の計量・梱包・仕分け作業。輸出貨物は日々、飛行機の出発時間
に間に合わせる必要があるため、時間を意識しながら効率良く作業を行っていただき
ます。
必要な資格： ・日本語初級能力
・活動外活動証
必要なスキルと経験：・なし
給料：1000円～1200円
雇用形態：アルバイト
交通費：31,000 円まで
賞与：なし
休日休暇：有給休暇
福利厚生：勤務時間による各種社会保険完備
勤務地：大阪府大阪市西区川口 4-5-14
勤務時間： 16：00～20：00／16：00～21：00 ※シフト制
提出書類：履歴書
選考プロセス：面接→採用内定
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勤務地：りんくう支店
 募集職種：
【カスタマーサービス業務】
 仕事内容：輸出輸入貨物に関する問い合わせ窓口と日々の輸出入貨物の動向に合わせ
た資料作成。
 必要な資格： 日本語能力試験1級































必要なスキルと経験：なし
給料：220,000円～250,000円
雇用形態：契約社員
交通費：31,000 円まで
昇給査定：年 1 回（人事考課制度による）
賞与：年 1 回（昨年度実績/業績による）
休日休暇：週休 2 日制
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
勤務時間：8：00～17：00／9：00～18：00 ※シフト制
提出書類：履歴書・職務経歴書
選考プロセス：書類選考→第一次面接→採用内定

募集職種：
【通関業務】
仕事内容：貿易（輸出入）に関するデータ入力や書類作成をお任せします。通関資料
を元にお客様の代わりに申告を手助けする業務です。実行関税率表に基づいた税番の
仕分け作業、税関からの質問事項に対する回答等、調整作業も担当していただきます。
必要な資格： 通関士または同等知識
必要なスキルと経験：・貿易業務の経験
・航空業務の経験
・通関業務の経験
※いずれも可
給料：220,000円～300,000円
雇用形態：契約社員or正社員
諸手当：全額支給
昇給査定：年 1 回（人事考課制度による）
賞与：年 1 回（昨年度実績/業績による）
休日休暇：週休 2 日制
祝祭日
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
勤務時間：7：00～20：00 の間の 8 時間 ※シフト制
提出書類：履歴書・職務経歴書
選考プロセス：書類選考→第一次面接→採用内定

6

勤務地：関空支店
 募集職種：
【保税業務】
 仕事内容：輸出入貨物の搬出入業務。スコア・ジャパンの取り扱うメイン貨物は、1梱
包5kg～10kg程で、比較的小型の貨物が多いです。その他伝票作成や簡単なパソコン入
力、在庫管理を行っていただきます。
 必要な資格： なし
 必要なスキルと経験：・フォークリフト経験
・倉庫勤務経験
 給料：220,000円～280,000円
 雇用形態：契約社員
 交通費：31,000 円まで
 人事考課制度：年 2 回
 昇給査定：年１回（業績による）
 賞与：年 2 回（実績により）
 休日休暇：週休 2 日制
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
 福利厚生：各種社会保険完備（雇用・労災・健康）
 勤務地：関空支店
 勤務時間：7：00～20：00 の間の 8 時間 ※シフト制
 提出書類：履歴書・職務経歴書
 選考プロセス：書類選考→第一次面接→採用内定

勤務地：上海（永龍宝国際貨物運輸代理有限公司）
 募集職種：
【営業職】
 仕事内容：中国・香港・台湾等中華圏を結ぶ国際宅配便の提案営業。新規開拓だけで
なく、既存顧客のフォローも行っていただきます。
 必要な資格： ・漢語水平考試（HSK）5級程、中検2級程度お持ちの方
 必要なスキルと経験：・1 年以上の営業経験
・中国で営業経験がある方
・物流営業の経験がある方
 給料：220,000 円～400,000 円
 雇用形態：正社員
 諸手当：全額支給
 昇給査定：年 1 回（人事考課制度による）
 賞与：年 1 回（実績により）
 休日休暇：週休 2 日制(土・日)
祝祭日（中国のカレンダーによる）
有給休暇
慶弔休暇
夏季・年末年始休暇
育児休暇
 福利厚生：各種社会保険完備（中国の法律に従って）
 勤務地：上海市闵行区梅富路 159 号春申鑫集创业园 4 号门 4 栋 A 座-1
 勤務時間：9：00～18：00
 提出書類：履歴書・職務経歴書
 選考プロセス：書類選考→第一次面接→第二次面接→採用内定
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