
Làm mỳ Ramen, rang cơm 

Tiếp đón,phục vụ khách hàng 

ラーメン、チャーハンの調理

接客

うま屋ラーメンとは？
Umaya Ramen là gì?

Nội dung công việc
仕事内容

　　　　や

  しごと  ないよう

Hãy làm việc tại
UMAYA
Hãy làm việc tại
UMAYA

あいちけんしゅうへん　　ゆうめい　　  にんき 　　　　　　　  や 　　　　　　　　てんぽ

　　　　　　　　　                    いぜん 　　みせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぶんか 　　　　　　し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　じんりゅうがくせい　やく　　　めいはたら

いま　　　　　　　　　　　　　じん　　しゃいん　　 こよう 　　　　じっせき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょうり

せっきゃく

愛知県周辺で有名な人気ラーメン屋です。34店舗あります。

ベトナム ハノイに以前お店がありました。ベトナムの文化をよく知っています。

アルバイトでベトナム人留学生が約30名働いてます。

今までにベトナム人の社員を雇用した実績があります。

Là chuỗi 34 cửa hàng Mỳ Ramen nổi tiếng được yêu thích xung quanh quận Aichi.

Trước đây,chúng tôi đã mở cửa hàng tại Hà Nội, Việt Nam và rất am hiểu về văn hoá Việt.

Hiện có khoảng 30 du học sinh người Việt đang làm việc.

Đến nay, chúng tôi đã có thực tế tuyển dụng nhân viên người Việt.



現在2名のベトナム人がうま屋ラーメンで働いています。

もともと留学生だった２人はアルバイトからスタート。

日本人のスタッフとの仲もいいです。楽しく働いています。

げんざい　  めい　　　　　　　　　じん　　　　　　 や 　　　　　　　　　はたら

　　　　　　　りゅうがくせい　　　　　  ふたり

 にほんじん  　　　　　　　　　　　　　なか　　　　　　　　　　 たの　　　はたら　　　　　

Hiện tại, có hai người Việt đang làm việc tại Umaya Ramen với

khởi điểm bắt đầu là nhân viên bán thời gian khi còn là du học sinh.

Các bạn làm việc vui vẻ và có quan hệ tốt với nhân viên người Nhật.

Thực tế minh chứng 
特定技能1号申請在留許可実績

Gửi tới các bạn người Việt Nam
ベトナム人の皆さんへ

とくてい   ぎのう 　  ごうしんせいざいりゅう きょか　じっせき

　　　　　　　 じん　　みな



特定技能1号国外活動
とくてい　ぎのう　　ごう こくがい かつどう

Chúng tôi mang đến cho bạn một môi trường làm việc vui vẻ 

ベトナムの文化や習慣も勉強しています
ぶんか　　しゅうかん　 べんきょう

Học về văn hoá, phong tục Việt 

優秀な人材を求めベトナムにて採用活動をしています。

定期的に採用のため訪問しています。訪問時期の詳細はメールにて問い合わせてください。

ゆうしゅう　 じんざい　　もと　　　　　　　　　　　　　 さいよう かつどう

  ていきてき  　　さいよう　　　　　　ほうもん　　　　　　　　　　ほうもん　じ き   　  しょうさい　　　　　　　　　　　  と 　　  あ

Chúng tôi đang tuyển dụng tại Việt Nam để tìm kiếm nguồn nhân lực xuất sắc. 
Chúng tôi thường xuyên ghé thăm để tuyển dụng.    
Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng E-mail để biết thêm chi tiết 

Hoạt động kỹ năng đặc định số 1 ở nước ngoà



特定技能1号
とくてい  ぎのう      ごう

❶ 外食業特定技能技能測定試験を合格し合格証をお持ちの方。 

❷ JLPT　N4以上合格し合格証をお持ちの方

〈応募条件〉

❶ 履歴書

❷ 外食業特定技能技能測定試験の合格証

❸ JLPT　N4以上の合格証

❹ 課税証明（国内のみ）※市役所・区役所で取得してください。

❺ 源泉徴収票（国内のみ）※指定した年度内の勤務先すべてのものを用意してください。

❻ 被保険者記録照会（国内のみ）※年金事務所で取得してください。

❼ 被保険者記録回答票（国内のみ）※年金事務所で取得してください。

〈面接で必要なもの〉

270,000～222,000円昇給随時  賞与年1回

9：00～19：00　/　19：00～5：00

月６～８回、年末年始（２日間） 有給休暇（テットの期間周辺で約2週間のお休みを交代制で取得できます）

愛知県（春日井市・名古屋市・豊田市・一宮市・瀬戸市・大治町 他）

岐阜県（各務原市）

シェア型（2～3人部屋）月額20,000円  水道光熱費込み

一人部屋  家賃補助 月額13,000円～10,000円  水道光熱費別途

1日一回 無料の食事つき ・ ベトナム人食事会 等

〈待遇〉

STEP1   

STEP2  

STEP3   

STEP4   

STEP5   

アルバイト勤務（仕事が自分に合っているか確認する期間です）

JLPT・特定技能外食試験受験（自費）

面接（提出書類 、 課税証明書 ・ 源泉徴収票 ・ 被保険者記録照会 ・ 被保険者記録回答票）

在留許可変更届（会社負担）

入社、店舗配属

留学生から特定技能1号　※学校卒業が条件です

給　　与 

勤務時間

休　　日

勤 務 地 

　 寮 　   

福利厚生

がいしょくぎょうとくていぎのうぎのうそくてい しけん     ごうかく　ごうかくしょう　　　 もち　　　かた

                        いじょうごうかく　  ごうかくしょう　　　 も　　 　　かた

  おうぼじょうけん

めんせつ　　 ひつよう

 りれきしょ

がいしょくぎょうとくていぎのう ぎのうそくてい しけん　　ごうかくしょう

　　　　　　　　 いじょう 　 ごうかくしょう

かぜいしょうめい  こくない　　　　　　しやくしょ 　くやくしょ  　しゅとく

げんせんちょうしゅうひょう  こくない                 してい　　　 ねんどない　　きんむさき  　　　　　　　　　　     ようい

  ひほけんしゃ  きろく しょうかい  こくない　　　　　  ねんきん じむしょ      しゅとく

  ひほけんしゃ  きろく かいとうひょう  こくない　　　　　  ねんきん じむしょ　　しゅとく

　　　　　　　　　　　　　　　　　えんしょうきゅうずいじ　 しょうよねん  かい

つき　　　　 かい  ねんまつねんし        にちかん   ゆうきゅうきゅうか　　　　　　　きかんしゅうへん　   やく　しゅうかん　　　　やす　　　こうたいせい　 しゅとく

あいちけん   か す が い し      な ご や し  とよたし　いちのみやし   せ と し   おおはるちょう  ほか

ぎ ふ けん    かがみはらし　

　　　　  がた              にん べ や    げつがく　　　　　　えん　すいどうこうねつひ  こ

 ひとり   べ  や　　やちんほじょ  げつがく　　　　　　えん　　　　　　　　えん   すいどうこうねつひ  べっと　

                     むりょう　  しょくじ                                  じんしょくじかい  とう

                       きんむ     しごと       じぶん　　 あ                         かくにん　　　 きかん

              とくていぎのうがいしょくしけん じゅけん    じ  ひ

めんせつ ていしゅつしょるい      かぜいしょうめいしょ　　 げんせんちょうしゅうしょ        ひほけんしゃきろくしょうかい　　 ひほけんしゃきろくかいとうひょう

ざいりゅうきょかへんこうとどけ  かいしゃふたん

にゅうしゃ   てんぽ はいぞく

たいぐう

りゅうがくせい　　　   とくてい   ぎのう　 ごう　　　　がっこうそつぎょう　   じょうけん

きゅう　　　  よ 

 きんむ    じかん

きゅう　　　 じつ

きん　 む 　 ち 

　　 りょう 　 

ふく  り  こうせい

※不明な点はお問い合わせください。
ふめい        てん　　　　 と 　　  あ

※不明な点はお問い合わせください。
ふめい        てん　　　　 と 　　  あ

※不明な点はお問い合わせください。
ふめい        てん　　　　 と 　　  あ

yamada@umaya.co.jp  担当　山田

受付時間　月曜～金曜（祝日除く）9：30～18：30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  たんとう       やまだ

うけつけ  じかん 　　げつよう　　きんよう　しゅくじつのぞ
特定技能1号相談窓口


