Looking for a job opportunity in Japan?
DISCO Corporation ■ Info Session and Interview
Wednesday, Oct 8, 5：30pm～7：30pm
Thursday, Oct 9, 5：30pm～7：30pm
Friday, Oct 10, 4：30pm～6：30pm
Saturday, Oct 11, 10：30am～12：30am
Saturday, Oct 11, 7：00pm～9：00pm ＠University

＠UCB
＠SFSU
＠UCSD
＠UCLA
of Washington

※You can make an appointment for the interview after attending the info
session.
The interview will be scheduled in the next week.
───────────────────────────────────
Disco Corporation is dedicated to "Kiru, Kezuru, Migaku" -Cutting, Grining,
and Polishing- technologies.
The company develops, manufactures, and sells precision machines and
precision processing tools.
We invite you to come to the information session to discover Disco, and
explore your possibilities to develop your career in Japan!
■What kind of company is DISCO?
http://www.disco.co.jp/eg/introduction/index.html
■Corporate Profile Movie -English version- This 15 minute video provides an
insight into DISCO's R&D facilities, cutting edge processes and business
continuity management initiatives.
http://www.disco.co.jp/eg/corporate/movie/index.html
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【Date】Wednesday, Oct 8, 5：30pm～7：30pm ＠UCB
Thursday, Oct 9, 5：30pm～7：30pm ＠SFSU
Friday, Oct 10, 4：30pm～6：30pm ＠UCSD
Saturday, Oct 11, 10：30am～12：30am ＠UCLA
Saturday, Oct 11, 7：00pm～9：00pm ＠University of Washington
【Place】You will receive the information once you registered
【Contents】Information session, Q&A, Career advising from Disco employees
(Optional)
【Opening positions】
Mechanical design, Electrical Design, Application and
Software Developers,
Mechanical and Electrical Engineers, Customer support, and
more
【Requirement】Conversation level of Japanese proficiency.
All majors are welcomed.
Must be able to start working from April or
October, 2015.
Engineering or Business background is a plus.
* This is full-time employment position and working visa will be supported.
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【Registration】Register from:
http://www.lighthouse-gl.com/CR/entryform/contact.html
※ You will receive details about the sessions after the registration.
If you have any question, please email sawada2014@lighthouse-gl.com

こんにちは！ ライトハウス・グローバルの澤田です。
秋の恒例行事となってきた、キャンパスリクルーティング。今年もLA・SD・SF・SEAを企業が巡ります
！
今回ご紹介するのは「株式会社ディスコ」。半導体、電子部品の製造に欠かせない高度な
「Kiru(切る）・Kezuru（削る）・Migaku（磨く）」の世界最先端の技術を武器に世界トップシェア
を誇る、
精密加工装置・精密加工ツールのメーカーです。
今回のキャンパスリクルーティングでは、企業の説明はもちろん、新しい試みとして
就活を行う上で気になる質問にもドンドン答える“就活懇談会”を実施！（少数グループまたは1対1形式
を予定）
【例1】面接に関して→人事は学生のどこを見てるの？面接にコツはあるの？
【例2】社会人として→先輩社員とうまく仕事するには？仕事って何が大変？Etc.
ディスコの人事や現法社員と密にコミュニケーションが取れる機会をご用意しました。
リアルな話ができるこの機会を、ぜひみなさんの就活に生かしてくださいね。
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┃株式会社ディスコ/キャンパスリクルーティングスケジュール
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■10/8（水）17：30～19：30 ＠UCB
■10/9（木）17：30～19：30 ＠SFSU
■10/10（金）16：30～18：30 ＠UCSD
■10/11（土）10：30～12：30 ＠UCLA
■10/11（土）19：00～21：00 ＠University of Washington
※説明会後、面接予約を受け付けます。面接は翌週より開始します。
【申し込み方法は２つ】
①ウェブサイトから
http://www.lighthouse-gl.com/CR/entryform/contact.html
参加希望日、企業名「ディスコ」と明記の上、個人情報をご記入ください。
②メールで
cr@lighthouse-gl.com ライトハウス・グローバル株式会社 澤田（サワダ）宛て
その際、必要事項をご記入の上お送りください。
【必要事項】
お名前/大学名/学部・学科/卒業予定時期（○○年○月）/お電話番号（携帯）/emailアドレス
※件名に「株式会社ディスコ説明懇談会参加希望」とご記入ください
※エントリーいただいた方には当日の詳細情報をお送りします。
【ディスコってどんな会社？】
現在の海外拠点は34 拠点、代理店16拠点、関連会社1社。
半導体製造装置の中のダイシング装置では世界シェア７割、グラインダでは世界シェア５割を誇る
ディスコは、もはや世界中の半導体製造に無くてはならない「要」となっています。
※1分で分かるディスコ！
URL：http://www.lighthouse-gl.com/CR/company/DISCO_1min.pdf
【留学生の活躍フィールド】
世界各地のクライアントの要求に答えるグローバル人材の重要性は今後も高まり、

留学生の皆さんが活躍出来るフィールドは更に拡がり続けています。
留学生採用は、数年前から米国を始めとして文理を問わず本格的に取り組みが行われ、
海外営業、マーケティング、海外技術サポートなど、様々なポジションで皆さんが培った力を
存分に発揮することが出来ます。
2013年「働きがいのある会社」調査にて第10位 を獲得し、インテル社から15年連続で優秀
サプライヤーの表彰を受ける優良企業がキャンパス訪問する絶好のチャンスです。
みなさまからのエントリー、お待ちしております！
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セミナー事務局 /担当：澤田・松倉
【Tokyo Office】
KY Bldg.2nd Fl,3-16-14 Roppongi Minato-ku,Tokyo
Tel：+81-3-3568-4881 Fax：+81-3-3568-4882
E-mail：sawada2014@lighthouse-gl.com <sawada2013@lighthouse-gl.com>
FB：https://www.facebook.com/lighthouseglobal
【Boston Office】
1972 Massachusetts Avenue, 4th Fl. Cambridge, MA 02140 U.S.A
【L A】Lighthouse Inc.
2958 Columbia Street Suite 200, Torrance,CA 90503 U.S.A
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※このメールは、セミナーエントリー、インターネットもしくはイベント等を通じて、
ご登録いただいた方に配信させていただいております。
既に就職活動を終了されている方にこのメールが届いた際はご容赦ください。
■ライトハウスからのEメール配信を停止したい方
件名に「配信停止希望」と明記の上、全文をご返信ください。

