
ドイツ大学生就職フェアご案内 
および参加企業の募集 

                                                         	 	 	 	   
2014年 3月 25日 

                                    	 	 	 	 	       担当幹事  中外製薬	 飯田 企政 
 

	 だんだんと暖かくなり春に近づきつつある今日この頃ですが、皆様にはますます御健勝のこととお

慶び申し上げます。さて、フランクフルト日本法人会は、在フランクフルト日本国総領事館との共催

で、下記の要領で就職フェアを開催いたしますので、ここにご案内いたします。 
 

	 本就職フェアは日本語を勉強している、または日本に興味がある大学生を対象としており、ぜひ日

本企業との接点をもちたいとの大学側からの依頼を受け開催する運びとなりました。初めての開催と

なる本就職フェアには、主に経済、法律を専攻しているいずれも大学教授から推薦された学生計 25
名ほどが参加する予定です。 
 
	 日系企業としてドイツにてビジネスを行うには文化面でも言語の面でも相互理解が重要になるかと

存じますが、優秀な人材を見つけるための機会のひとつとして、また、将来的に採用を行う際の手立

てとして大学との接点を構築するために本フェアをご活用頂ければ幸甚です。 
 
	 会場の大きさ、時間の関係から発表を行う企業数は 10 社程までを予定しておりますが、数多くの
ご参加をお待ち申し上げております。当面学生の採用予定が無い企業でも、ご参加いただけますので、

ぜひこの機会をご活用ください。 
 

記 
 
§ 日時：    2014 年 5 月 22 日(木)	 	 12時～15時（予定） 
§ 場所：    総領事公邸  Nobelring 33, 60598, Frankfurt 
§ プログラム：   

1) オープニング 
2) 大学紹介（各大学約 5分程度） 

• Goethe University, Frankfurt 
• University of Applied Science Ludwigshafen 
• University Trier 

3) 企業紹介（各社約 5分程度） 
• 御社の事業内容、また（あれば）募集要項等についてご説明いただきます。 
• 配布資料等についてもご自由にご準備いただいて結構です。 

4) 情報交換、および歓談 
• 学生、大学職員とご自由に情報交換する時間を予定しております。 

*プログラム 1), 2), 3) においては英語にて実施する予定としております。 
*また、当日はビュッフェスタイルでの昼食をご用意いたします。 

 
§ 申込方法：申込用紙に漏れなくご記入の上、e-mailに添付してお申し込み下さい。 

	 	 申し込み先：フランクフルト日本法人会事務局	 	 	 	 	 	 	  
	 	 Fax:	 ０６９	 －	 ２０６２７ /   E-mail: info@hojinkai.de                                          

§ 申込締切：	 2014 年 4 月 23 日(水) 必着 

§ 参加費：	 	 無料 
§ 問い合わせ先：中外製薬 飯田企政 TEL: 069 6630 00 18  E-mail: t.iida@chugaipharma.de 
 
当日の詳細につきましては、お申し込みいただいた代表者の方宛に、後刻、別途 e-mailにてご案内させて
いただきます。ご不明な点がございましたら上記問い合わせ先までご連絡ください。 



また、現地スタッフの方には 3ページ目の英文案内状をご利用ください。 

４月２３日(水)	 必着 
 
申し込み先：フランクフルト日本法人会事務局	 	 	 	 	 	 	 Fax:	 ０６９	 －	 ２０６２７ 
                                                        E-mail: info@hojinkai.de 
 

就職フェア参加申込書	  
 

＊下記項目全てご記入ください＊ 
 
 
代表参加者    氏名                   	         御社名     	 	                        

	 	 	 (フリガナ) 
 

御社住所 	 	 	 Str.                                                                             
 

	 	 	 PLZ                  	 	 	       City                                                 
 
	 	 	 TEL             	                FAX                                 
 

	 	 	 	 	 	 	 E-mail                                             	 	 	 	 	 	 	  	 	  
 
 
参加者	  	 	  氏名                	    	           

	 	 (フリガナ) 
 
参加者	  	 	  氏名               	 	               

	 	 (フリガナ) 
 

	 	 	 *会場スペースに制限があるため 1 社から合計 3 名までの参加とさせていただきます。 
      *参加者は会社代表者、人事担当者等問いません。御社ドイツ人スタッフも大歓迎です。 

 
 
御社事業内容（英語にて）、および（あれば）募集職種 
 
   	  	                                                                          
 
	 	 	                                                                            
 
	 	 	                                                                            

*当日参加される学生に参加企業情報としてご提供いたします。 
 
 
その他、ご意見、事前にお伝えしたい事がございましたら以下にご記載ください。 
 
   	  	                                                                          
 
	 	 	                                                                            
 
	 	 	                                                                            



 
問い合わせ先：中外製薬 飯田企政  TEL: 069 6630 00 18  E-mail: t.iida@chugaipharma.de 

Meeting	  of	  Japanese	  companies	   	  

and	  Students	  with	  focus	  on	  Japan	  and	  with	  Japanese	  language	  skills	   	  
	  

***	  tentative	  Itinerary	  (19.03.14	  by	  KR)	  ***	  
	  
Date:	  22th	  May	  2014	  (Thu)	  /	  time	  slot:	  12:00	  –	  15:00	  hrs	  
Location:	  residency	  of	  consulate	  general	  (Nobelring	  33,	  Frankfurt-‐Sachsenhausen)	  
Principal	  language:	  English	   	  
	  
(1)	  Opening/introduction	  speeches	  (approx.	  5	  min.)	  

-‐ General	  consul	  Sakamoto	   	  
-‐ Hojinkai	  representative	  (Mr.	  Katakawa	  or	  other)	   	  

	  
(2)	  Presentation	  by	  Professors	  (approx.	  15	  min.)	  

-‐ Prof.	  Storz	  (Faculty	  of	  Economics)	  or	  Prof.	  Bälz	  (Faculty	  of	  Law)	  of	  Goethe-‐Univ.	  Frankfurt	  
-‐ Prof.	  Rövekamp	  (East	  Asia	  Institute,	  Univ.	  of	  Applied	  Science	  Ludwigshafen)	  
-‐ Prof.	  Regelsberger	  (Japan	  Studies,	  Univ.	  Trier)	  

• The	  professors	  would	  shortly	  present	  their	  university/faculty/students	   	  
• Approx.	  20-‐25	  students	  are	  expected	  to	  participate	  (mostly	  from	  Frankfurt	  and	  Ludwigshafen	  

universities)	  
• They	  are	  recommended	  by	  their	  professors	  and	  will	  be	  short	  before	  graduation	  and	  thus	  

seeking	  employment	  as	  well	  as	  mid-‐term	  students	  seeking	  internships.	  
• The	  consulate	  general	  will	  ask	  for	  student	  profiles	  which	  will	  be	  forwarded	  to	  Hojinkai	  before	  the	  

event.	   	  
	  

(3)	  Presentation	  of	  Japanese	  companies	  (approx.	  30-‐40	  min.)	  
*	  Length	  of	  respective	  speeches/presentations	  depends	  on	  number	  of	  participating	  companies	  (estimated:	  
5-‐10)	  

• The	  representatives	  (management	  and/or	  staff	  personnel	  responsible)	  would	  shortly	  present	  
their	  company	  and	  maybe	  also	  what	  kind	  of	  graduates,	  skills,	  jobs	  are	  offered/demanded.	  

• Before	  the	  event,	  company	  profiles	  should	  be	  sent	  to	  the	  general	  consulate	  which	  will	  be	  
forwarded	  to	  the	  professors/students.	  

	  
Opening	  of	  buffet	  lunch.	   	  

• Participants	  may	  serve	  themselves,	  drinks	  will	  be	  provided	  by	  the	  host	  side.	  Since	  seating	  
capacities	  are	  limited,	  one	  may	  need	  to	  take	  the	  lunch	  while	  standing.	  

• Shortly	  after	  the	  buffet	  opening,	  the	  talking	  part	  (4)	  will	  also	  be	  opened,	  so	  that	  students	  and	  
company	  representatives	  may	  start	  to	  interchange	  already	  while	  taking	  their	  lunches.	   	  

	  
(4)	  Talking	  amongst	  company	  representatives	  and	  students	  (approx.	  60	  min.	  or	  longer)	  

• Company	  representatives	  as	  well	  as	  students	  may	  freely	  talk	  with	  each	  other	  as	  of	  their	  specific	  
and	  individual	  interest.	  

• The	  order	  may	  be	  kept	  very	  flexibly:	  companies	  and	  students	  may	  talk	  in	  size	  and	  time	  laps	  
freely	  as	  they	  wish.	  

	  
	  
#	  All	  participating	  persons	  should	  prepare	  enough	  business	  cards	  for	  exchange.	  
#	  Name	  plates	  will	  be	  prepared	  by	  the	  consulate	  general.	   	  



	  

Vereinigung der Japanischen Unternehmen Frankfurt e.V. 
フランクフルト日本法人会	 

	 

2014年 3月 26日 

担当：中川和彦（三菱東京UFJ銀行） 

	 

	 

税務セミナー「移転価格」のご案内	 

 
 
フランクフルト日本法人会は、デュッセルドルフ日本商工会議所及びフランクフルトラインマイン

GmbHとの共催で、下記の要領でセミナーを開催いたしますので、ここにご案内いたします。 
 
経済のグローバル化が進む中、多国籍企業に対する各国税務当局による詳細な移転価格文書化

及び情報開示に対する要求は強まっています。また、世界的な経済危機の影響等による課税所得

の減少が、課税ベースを守ろうとする税務当局の動きにさらに拍車をかけ、多国籍企業に対する

移転価格税制の遵守要求はますます強まっていくものと思料致します。	 
	 
本セミナーでは、ドイツに拠点を有する日系企業が特に直面しやすい移転価格リスク及びその

解決策、ドイツでの移転価格更正に伴う日本本社側への影響及びグループとしての対応策、並び

に最新のドイツ移転価格税制の動向に重点を置き、移転価格の実務に役立つ内容を解説致します。

また、日本の移転価格税制の実務や OECD における国際税務の動向についても取り上げる予定で

す。	 

 
本セミナーは 5月 9日にデュッセルドルフ商工会議所で開催されるものと同じ内容とな
ります。 
 

記 
 
 日	 時	    2014年 5月 22日（木） 14：00～17：00（途中休憩あり） 
  終了後に懇親会が行われますので、こちらにもご参加下さい。 
                  （参加費：無料） 

 場	 所	     FrankfurtRheinMain GmbH	  
    Unterschweinstiege 8, Main Airport Center  
    60549 Frankfurt am Main 
 講	 師	  アーンスト・アンド・ヤング会計事務所（Ernst & Young GmbH） 

  梅田健二氏（日本公認会計士） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   味田貴志氏（米国公認会計士） 

 使用言語	   日本語 
 定	 員	  45名 
 申込 ご希望の方は、申込用紙に必要事項をご記入の上、5月 14日(水)までに、 
  法人会事務局へ E-mailかファックスにてお申込み下さい。 

尚、既にデュッセルドルフ日本商工会議所に申し込まれている会員につきま

しては、フランクフルト日本法人会への再度申し込みは不要です。 
申込書を受領後、確認書をファックスにてご送付いたします。 

 



 

税務セミナー「移転価格」参加申込書 

  

 

申込先：	 	 	 フランクフルト日本法人会事務局  	 	 E-mail: info@hojinkai.de 

                                                            FAX:	 ０６９－２０

６２７ 

 
 
 

ご氏名  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
 

御社名  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
Tel.  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fax:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
E-mail                                                                                     
 
 

セミナー終了後に講師の方を交えて懇親会が開催されます。主催者の準備の都合上、懇親会へ

の出欠の有無も併せてお申し込み下さい。 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 ☐	 出席	 	 	 	 	 	 	 	 	 ☐	 欠席 

	 	 	 	 	  

今回のテーマに関してご関心の高い点などがございましたら、ご記入ください。事前に講師の方

にお渡しいたしますが、それをセミナーで取り上げるか否かは講師の方にお任せしておりますの

で、ご了承ください。 

 

関心事項         	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	  


