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1 介護 〇〇〇 ティ フオン ベトナム 2020/11/6 特定活動 確認中 布はく縫製 岡山県総社市 女 40

2 介護 〇〇 クアン トゥ ベトナム 2022/8/21 留学
JFT-Basic
229点

2021/3/2 介護 三重県四日市市 男 22

日本語A 
今無職で友人宅にいる。いつでも引っ越しして週28時間以内で
バイト可能。
9/20に滋賀県に引っ越す

3 介護 〇〇〇 ティ ヴァン ベトナム 2022/6/24 特定活動12 2021/2/15 介護 石川県七尾市 女 38
日本語B。よく喋るが、何言っているか不明な時あり。
10月まで今の仕事。

4 介護 〇〇 コ コ ベトナム 2021/10/9 技能実習2号ロ
日本語基礎テ
スト
200点

2021/7/17 介護 愛知県春日井市 男 26

日本語：Ｂ　現職（技能実習）は10/9まで。
対応丁寧で、ミャンマーで介護の経験もあり。
２次面接の現地訪問もOKとのこと。

5 介護 〇〇〇ティ ニュン ベトナム 2021/9/10 技能実習2号ロ 2021/2/22 介護 福井県吉田郡 女 36 特定活動申請中

6 食品加工 〇〇 ティ タム ベトナム 2021/11/25 技能実習2号ロ 2021/7/14
牛豚部分肉製造作業
専門級

愛媛県松山市 女 26 日本語＝Ｃ

7 食品加工 〇〇〇 ハイ ダン ベトナム 2021/10/15 技能実習2号ロ N3 2021/8/6
飲食品製造
特定技能1号

東京都足立区 男 23

B：受け答え丁寧で、好印象。
10/15退職予定。応募先で姉が働いており、一緒に働きたいと
のこと。

8 介護 〇〇 ティ タ ベトナム 2021/8/31 技能実習2号ロ 2021/3/18 介護 岡山県津山市 女 38

組合で特定活動ビザ延長申請中。
日本語C（丁寧だが、若干受け答えができない）
ベトナムで祖父母の介護の経験あり

9 畜産 〇〇 グエン タン ベトナム 2021/12/23 特定活動6 2020/10/14 酪農 茨城県桜川市 男 29 日本語の聞き取り能力が低く、コミュニケーション▲

10 介護 〇〇〇 ヴァン チエウ ベトナム 2021/11/6 特定活動12 2021/8/20 介護 広島県三原市 男 35 履歴書の誕生日と年齢は間違い　日本語　C

11 畜産 〇〇 ヴァン フン ベトナム 2021/10/1 技能実習2号ロ 石川県小松市 男 22
農業専門級を9/3に受験予定、受験後２－３日で結果は判明

12 畜産 〇〇〇 タイン スエン ベトナム 2021/9/8 特定活動 N3 2020/9/16
機械系保全作業
3級

大阪府大東市 男 24
組合で特定活動ビザ延長申請中。組合と会社側と採用の際の離
職については話し合い済み

13 介護 〇〇〇 トウイ ヒエン ベトナム 2022/1/12 特定活動 2021/8/19 介護 広島県福山市 女 25 １１月で特定活動の仕事は終了予定である

14 畜産 〇〇〇 ミン トー ベトナム 2022/6/1 特定活動 2021/3/8
機械組立
農業

群馬県吾妻郡 男 31 10月中旬以降引っ越し。

15 畜産 〇〇〇 ラハルジョ
インドネシ
ア

2021/11/11 技能実習2号ロ 2021/6/26 農業 大阪府大阪市 男 22

16 畜産 〇〇 ヴァン カイン ベトナム 2022/1/21 特定活動 2021/2/12
家具手加工作業
3級

岡山県岡山市 男 26 今は組合に住んでいる、失業中なのですぐ入職できる

17 畜産 〇〇〇 ホアイ タン ベトナム 2022/7/2 特定活動 2021/7/20
半自動溶接作業
専門級

群馬県吾妻郡 男 30 １０月以降入職可能

18 介護 〇〇〇 ティ キム ホ ベトナム 2021/11/24 特定技能1号 請求中 請求中 広島県福山市 女 30

19 介護 〇〇〇 リン チャン ベトナム 2021/10/22 技能実習3号ロ 2021/7/30 介護 岡山県倉敷市 女 24

20 介護 〇〇 ティ ヴァン ベトナム 2022/6/24 特定活動12 2020/10/1 介護 石川県七尾市 女 38

21 介護 〇〇〇 ティ フーン ベトナム 2021/12/3 特定技能1号 2020/9/30 介護 長野県上高井郡 女 24

22 農業 〇〇〇 ティ ニュー ベトナム 2021/10/6 特定活動6 2020/10/1 施設園芸
茨城県つくばみら
い市

女 37

23 介護 〇〇 ティ タム ベトナム 2021/8/26 技能実習2号ロ 2021/3/7
介護
専門級　婦人子供服製造

岡山県玉野市 女 31

08/26まで技能実習
※動画内で深夜勤務なしと伝えていますが、後で本人に、仕事
ができるようになったら夜勤ある旨伝えています

24

いくつか
提案する
が辞退
（介護＠
鹿児島県
南九州
市）

〇〇〇 タン フオン ベトナム 2021/12/2 技能実習2号ロ N2 2021/4/28 介護 鹿児島県南九州市 女 26

25 介護 〇〇〇 バン フン ベトナム 2021/12/14 特定活動 2020/9/20
介護
塗装

静岡県駿東郡 男 26
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26 介護 〇〇 トゥアン アィン ベトナム 2021/12/24 特定活動6 N3 2021/3/5
金属プレス加工
3級

富山県小矢部市 男 26

日本語のコミュニケーションは問題なし。
介護福祉士の資格取得の意欲有り。（長く日本で働きたいとの
こと）

27 介護 〇〇〇 タイ ホック ベトナム 2021/12/16 特定活動6 2021/1/23 介護 静岡県沼津市 男 27 給与水準は納得しているとのこと

28 介護 〇〇〇 テ ィ チエム ベトナム 2022/1/8 特定活動6 2021/6/29 介護 福井県坂井市 女 37

29 介護 〇〇〇 ヴァン ビン ベトナム 2022/1/6 特定活動6 2021/7/13 介護 埼玉県川口市 男 27

30 介護 〇〇〇 ティ トエン ベトナム 2022/6/28 特定活動12 2020/6/12 介護 富山県富山市 女 30

特定活動ビザ：2020年11月～
雇用条件あまり把握していなかったようで、面接終了後、説明
しています。

31 介護 〇〇〇 スバンキト
インドネシ
ア

2021/9/9 技能実習2号ロ 2021/5/21 介護 愛媛県西条市 男 33

32 食品加工 〇〇 スリスティヨワティ
インドネシ
ア

2021/10/29 特定活動
日本語基礎テ
スト
222点

2021/2/10
飲食品製造業
特定技能1号

北海道網走市 女 27

2017/10月～2020/10月 ㈱トップアートファッションでミシン
作業
精肉に応募
特定活動　2020年6月～（約１年2カ月経過）、10月退職予定

33 酪農 〇〇 ヴァン バク ベトナム 2021/10/18 技能実習2号ロ 2021/3/23
養鶏
専門級

長野県雲仙市 男 32

34 農業 〇〇〇 ナット チュェン ベトナム 2021/9/10 技能実習2号ロ とび作業 北海道石狩市 男 24 農業専門級合格していると口頭で確認

35 農業 〇〇 チエウ フイ ベトナム 2021/8/19 技能実習2号ロ 2021/3/19
畑作・野菜
専門級

沖縄県国頭郡 男 26

36 農業 〇〇〇 コン ドウック ベトナム 2021/7/24 技能実習2号ロ 2020/12/8
施設園芸
専門級

兵庫県明石市 男 23

37 農業 〇〇〇 コン ドウック ベトナム 2021/8/19 技能実習3号ロ N3 2021/5/29 農業
熊本県玉名郡長洲
町

男 28

38 農業 〇〇〇 タィン ソン ベトナム 2021/8/1 技能実習2号ロ 2021/3/12 農業 千葉県木更津市 男 25

39 農業 〇〇〇 バン コン ベトナム
2021/7/8(特
定活動申請

中)
技能実習2号ロ 2021/1/18 畑作・野菜 鹿児島県鹿屋市 男 24 特定活動申請中

40 介護 〇〇〇 チィン ロク ベトナム 2021/7/8 技能実習2号ロ N3 2021/5/21 介護 鹿児島県指宿市 男 24
日本語◎、しっかり仕事をこなせる印象
現職6/29退職予定

41 介護 〇〇〇 ヴ ァ ン コ ア ベトナム
2021/6/16
特定活動更新
中

技能実習2号ロ 2021/3/14 介護 福岡県大野城市 男 28
日本語〇
特定活動ビザに切り替え中。内定後、2週間で退職する予定。

42 介護 〇〇〇 ヴァンフアン ベトナム 2021/9/23 特定技能1号 2020/7/17 介護 茨城県つくば市 男 25

43 介護 〇〇〇 ヴァン ガイ ベトナム 2022/3/25
技術・人文知識・
国際業務

介護 茨城県つくば市 男 30

44 介護 〇〇〇 ミン ハイ ベトナム 2021/10/19 特定技能1号 N3 2020/6/27 介護 京都府舞鶴市 男 34

45 介護 〇〇〇 ズアン チュン ベトナム 2021/8/3 特定活動 N2 2020/6/30 介護 三重県亀山市 男 24

46 介護 〇〇〇 ニャット キ ベトナム 2021/9/19 特定活動6 N4 2021/5/13 介護 千葉県浦安市 男 26 特定活動１回目

47 介護 〇〇〇 シ アン ベトナム 2021/8/19 留学 N4 2021/2/26 介護 東京都北区 男 22

48 介護 〇〇 タイン キエン ベトナム

49 食品加工 〇〇〇 ティ ヒエン ベトナム 2021/8/7 技能実習2号ロ N3 2021/3/5 乾製品製造 長崎県長崎市 女 22

50 食品加工 〇〇 ドック フィン ベトナム 2021/8/4 特定活動6 N3 2021/11/19 左官作業　3級 福岡県糟屋郡 男 23
特定活動１回目が終了し無職になったところである。
今の家は7/31までしか住むことができない

51 食品加工 〇〇〇 バン ダン ベトナム 2021/7/24 技能実習2号ロ 2021/1/27
大工工事作業
3級

福岡県福岡市 男 27

52 酪農 〇〇〇 ティ ホン ベトナム 2021/9/5 技能実習2号ロ 2020/12/23
酪農
専門級

北海道河西郡 女 35 9/3  日本語△、割り増しなしＯＫ

53 酪農 〇〇〇 ティ フオン ヒエン ベトナム 2021/12/16 特定活動 2021/4/30
下着類製造
専門級

京都府宮津市 女 25 酪農試験未合格

54 酪農 〇〇〇 ビック フオン ベトナム 2021/8/23 技能実習2号ロ 婦人子供服製造 宮崎県都城市 女 26 酪農試験未合格、ベトナム人がすでにいる職場を希望

55 介護 〇〇 チョオン ソン ベトナム 2021/9/28 特定活動 2021/1/14 介護 北海道名寄市 男 33
現在、無職で岐阜県在住（友人宅）
内定後、いつでも就労可
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56 酪農 〇〇 ティ フォン ベトナム 2021/7/16 技能実習2号ロ 2021/3/12 酪農 北海道紋別郡 女 32

外国人はNGUYEN THI DAOさんと2人だけの職場希望、牛300以
上、搾乳時は牛が枠に入った状態でやるところ、残業40時間以
上(条件に合う勤務地がない場合は、PHAM THI UYENさんと同条
件を希望)

57 酪農 〇〇〇 ティ ウエン ベトナム 2021/7/16 技能実習2号ロ 2021/3/12 酪農 北海道紋別郡 女 34

外国人は自分1人の職場希望、牛150以上、寮は1人部屋、寮と
職場が近いところ(自転車で5分くらいまで)、残業40時間以上
希望

58 酪農 〇〇〇ティダオ ベトナム

59 農業 〇〇〇 ヴァン リン ベトナム 2021/7/1 技能実習2号ロ 兵庫県古川市 男 23 現状ではお勧め先無しだけど、今後紹介する可能性あり

60 農業 〇〇 ヴァン トイ ベトナム 2021/11/10 特定活動6 2021/5/31 農業 岡山県倉敷市 男 35
Ryuta Saitoさんとも結局面接やる(キャンセルしてない) 
https://youtu.be/fk51BqxE0uo

61 農業 〇〇〇 ヴァン チュン ベトナム 2021/6/1 特定活動6 2020/9/25
防水施工
3級

大阪府東大阪市 男 23

62 農業 〇〇〇 ヴァン フオン ベトナム 2021/12/26 留学
日本語基礎テ
スト
合格(219点)

2021/3/18 農業 大阪府大阪市 男 25

63 農業 〇〇〇 バン タン ベトナム 2021/9/16 特定活動6 コロナで受けられず 埼玉県加須市 男 31 実家農業

64 農業 〇〇〇 タイ ビン ベトナム 2021/10/6 特定活動6 2021/2/26 金属塗装 大阪府高石市 男 23
現在無職。いつからでも就業可。ベトナムで農業の経験あり

65 農業 〇〇〇 クアン フィ ベトナム 2021/8/23 技能実習2号ロ 2019/5/7 施設園芸 熊本県玉名市 男 34

66 農業 〇〇〇 ドアン ルーン ベトナム 2021/8/6 技能実習2号ロ 2021/3/12 農業 栃木県下野市 男 22

67 農業 〇〇 ヴァン ズン ベトナム 2021/9/5 技能実習2号ロ 2018/3/8 農業 茨城県牛久市 男 23

68 農業 〇〇〇 ヴァン トエン ベトナム 2021/8/14 技能実習2号ロ 2020/10/19
畑作・野菜
専門級

茨城県結城郡 男 28

69 農業 〇〇〇 ダン タン ベトナム 2021/8/11 技能実習2号ロ 2021/3/24
家具手加工作業
専門級

福井県坂井市 男 28

70 農業 〇〇 ホン レー ベトナム 2021/9/2 技能実習2号ロ 2021/2/12
家具手加工作業
専門級

岡山県岡山市 男 27

71 農業 〇〇〇 ヴァン ト ベトナム 2021/7/9 技能実習2号ロ 2021/3/26
建設機械施工
専門

大阪府和泉市 男 27

72 農業 〇〇 ヴァン フイ ベトナム 2021/7/9 技能実習2号ロ 2021/3/26
建設機械施工
専門

大阪府和泉市 男 28

73 農業 〇〇 スアン カイ ベトナム 2021/8/1 技能実習2号ロ 2020/11/13
建築機会施工（掘削）
専門級

北海道天塩郡 男 22

74 農業 〇 クアン ミン ベトナム 2021/8/30 技能実習2号ロ 2021/1/12
施設園芸
専門級

北海道石狩郡 男 25

75 農業 〇〇 ヴァン トット ベトナム 2021/8/30 技能実習2号ロ 2021/1/12
施設園芸
専門級

北海道石狩郡 男 24

76 農業 〇〇〇 チャ ミャエ ミャンマー 2021/11/13 特定活動12 鹿児島県鹿屋市 男 25

在留カード以外の応募書類は6/18夜・面接前にもらう予定。
技能実習3年終了してない。2年で会社倒産し、特定活動に変
更。
日本語〇、３人一緒に転職を希望

77 農業 〇〇 チョー ルィン ミャンマー 2021/11/13 特定活動12 鹿児島県鹿屋市 男 38

在留カード以外の応募書類は6/18夜・面接前にもらう予定。
技能実習3年終了してない。2年で会社倒産し、特定活動に変
更。
３人一緒に転職を希望

78 農業 〇〇〇 ジン ラッ ミャンマー 2021/11/13 特定活動12 鹿児島県鹿屋市 男 28

在留カード以外の応募書類は6/18夜・面接前にもらう予定。
技能実習3年終了してない。2年で会社倒産し、特定活動に変
更。
日本語△、３人一緒に転職を希望

79 農業 〇〇 ウー ミャンマー 2021/7/29 特定活動6 2020/12/18
半自動溶接作業
専門級

広島県東広島市 男 29
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80 農業 〇〇 ミィン ウー ミャンマー 2021/8/29 技能実習2号ロ 2021/2/26
乾製品製造
専門級

石川県金沢市 男 26

81 農業 〇〇〇 ヒマワン
インドネシ
ア

2021/7/25 日本人の配偶者等 2021/6/12 農業 愛知県刈谷市 男 40 内定１ヶ月後から就労可能

82 農業 〇〇〇 ルディ
インドネシ
ア

2021/8/4 技能実習2号ロ 2020/8/
鉄工
3級

茨城県古河市 男 26
日本語〇
7/4～勤務可能

83 農業 〇〇〇 アプリアント ブストニ
インドネシ
ア

2021/6/23 特定活動6 2020/12/9 農業 茨城県鉾田市 男 24 現職6/23まで

84 介護 〇〇〇 ティ ロアン ベトナム 2021/7/12 特定活動 2020/7/17 縫製3級 山梨県甲府市 女 35
縫製の技能実習2020/1/10で終わった、今同じ会社で特定活動
で働いている。いつでも新しい仕事できる。

85 介護 〇〇〇 リーゼル フィリピン 永住 永住権 千葉県印西市 女 38 現在、パン製造(いつでも辞められる)

86 介護 〇〇〇 ステファニー アン フィリピン 2021/7/9 特定活動 2021/2/1 食品専門級 千葉県印西市 女 31
介護日本語試験(93%)、現在、パン製造(仕事は5月までとのこ
と)

87 介護 〇〇〇 ティ フォン ベトナム 2021/5/11 留学 愛知県稲沢市 女 25
介護日本語試験(86%)、国際交流基金日本語基礎テスト 200点
/250　3/12残業の為面接延期。

88 介護 〇〇 ティ タオ ベトナム 2021/6/7 技能実習2号ロ N4 2021/3/19 介護 兵庫県姫路市 女 26 日本語上手

89 介護 〇〇〇 トゥ ジャウ ベトナム 2021/6/4 技能実習2号ロ N2 2020/8/11 介護 岐阜県士岐市 女 34

90 介護 〇 ティ チ ベトナム 2021/6/25
技能実習3号ロ
特定活動

2021/2/9 縫製 岡山県岡山市 女 35

91 介護 〇〇〇 アイン グエット ベトナム 2022/3/16 特定技能１号 N3 2020/9/4 介護 山口県山口市 女 24

92 介護 〇〇〇 ティ トム ベトナム 2021/9/14 特定活動 N4 2020/12/25 介護 熊本県菊池市 女 28

93 介護 〇〇〇 サン チュク ベトナム 2021/8/4 特定活動 2021/3/7 介護 岡山県岡山市 女 24

94 介護 〇 ミャッ セー ミャンマー 2021/10/3 技能実習2号ロ N4 2021/2/2 介護 三重県津市 女 25 9月から勤務可能

95 介護 〇〇〇 ティ ヴァン ベトナム 2021/6/3 技能実習2号ロ 介護
熊本県天草郡苓北
町

女 28

96 介護 〇〇マー アウン ミャンマー 2021/8/7 特定活動 東京都徳島区 女 28
日本語が上手く、ミャンマーで介護職の経験あり。
まだ求人票を見ていなかったようで、一部説明しました。

97 介護 〇 イ ピュー ミャンマー 2021/7/29 技能実習2号ロ 2021/4/28 介護 大分県宇佐市 女 28

98 介護 〇〇 ホン クック ベトナム 2021/9/8 特定活動 2018/7/30 婦人子供服製造 岡山県総社市 女 40

99 介護 〇〇〇 フイン ガ ベトナム 2021/9/2 技能実習2号ロ 2019/5/15 ビルクリーニング 愛知県名古屋市 女 22

100 介護 〇〇〇ゼィエムウェン ベトナム 2021/6/21 特定活動 2021/2/28 広島県三原市 女 26

101 介護 〇〇〇 ティ リエウ ベトナム 2021/4/22 技能実習3号ロ 2020/11/21 宮崎県小林市 女 36

102 介護 〇〇〇 クイン ヌー ベトナム 2021/3/4 技能実習2号口 N4 2020/11/6 宮崎県小林市 女 28

103 介護 〇〇〇 ホアイ フオン ベトナム 2021/3/4 技能実習2号口 N4 2020/11/6 宮崎県小林市 女 22

104 介護 〇〇〇 ティ ハン ベトナム 2022/3/3 特定技能1号 2021/6/21 介護 愛知県大府市 女 22

105 介護 〇〇〇 ゴック クエン ベトナム 2021/11/10 特定活動 2021/5/15 介護 宮崎県西都市 女 23

106 介護 〇 ティ フオン ベトナム 2021/11/21 特定活動 2021/6/15 介護 岡山県津山市 女 35

107 介護 〇〇 ティ ニャイ ベトナム 2021/10/15 技能実習2号ロ 2021/5/2 介護 佐賀県唐津市 女 25

108 介護 〇〇〇 タオ ガン ベトナム 2021/7/24 技能実習2号ロ 2020/5/27 介護 大阪府茨木市 女 23

109 介護 〇〇〇 ティー フウェン ベトナム 2021/7/4 技能実習2号ロ 2021/3/6 縫製3級 岡山県岡山市 女 36

110 介護 〇〇〇 トゥエット マイ ベトナム 2021/6/9 技能実習3号ロ 2021/2/2 介護 広島県広島市 女 37

111 介護 〇〇〇 ティ ゴック ベトナム 2021/9/30 特定技能１号 2021/3/14 介護 長崎県諫早市 女 23
特定技能で2020/10から勤務、転職理由は今の仕事が少ない(1
日5時間くらい)、転職可能時期確認中

112 介護 〇〇〇 ティ ラィン ベトナム 2021/8/22 特定活動 2/10
工業包装
基礎級

香川県三豊市 女 35

113 介護 〇〇〇 ゴック ラン ベトナム 121

114 介護 〇〇〇 ティ ハン ベトナム 2021/9/14 留学 2021/3/2 介護 東京都荒川区 女 20
掃除のアルバイト、時給1013円。辞める場合1ヶ月前に言えば
OK。

115 介護 〇〇〇 ジュリー トゥン ミャンマー 2021/9/4 技能実習2号ロ N4 鳥取県鳥取市 女 23
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116 介護 〇〇〇 タジン ミャンマー 2021/10/8 技能実習2号ロ 2021/3/8 介護 滋賀県草津市 女 23

117 介護 〇〇〇 ティ カイン ベトナム 2021/8/21 技能実習3号ロ 2018/3/14 介護
北海道空知郡南幌
町

女 30

118 介護 〇〇 ティ アイン ベトナム 2021/8/21 技能実習3号ロ 2017/12/11 介護
北海道空知郡南幌
町

女 33 8/20実習終了

119 介護 〇〇〇 ティ トゥ ベトナム 2021/7/2 技能実習3号ロ 2020/11/27 介護 沖縄県沖縄市 女 25

120 介護 〇〇〇 ティ アイン ベトナム 2022/3/3 特定活動 2020/7/21
施設園芸
専門級

北海道中川郡 女 34

121 介護 〇〇〇 タオ ガン ベトナム 2021/7/24 技能実習2号ロ 2020/5/27 介護 大阪府茨木市 女 23

122 介護 〇〇〇 ティ クェン ベトナム 2021/6/11 技能実習２号ロ 2021/3/5 介護・施設園芸 徳島県徳島市

123 介護 〇〇〇 ティ ヒ ベトナム

124 介護 〇 ユ カイン ミャンマー 2021/11/11 技能実習２号ロ N4 2021/2/21 4月受験予定 福岡県大川市 女 33

125 介護 〇〇〇 マー テェ ミャンマー 2021/10/26 特定活動 N4 2021/2/13 試験不合格 福岡県大川市 女 31

126 介護 〇〇〇 タン ハイ ベトナム 2021/8/18 技能実習2号ロ N3 2021/3/17 農業 長崎県雲仙市 女 30 介護の試験は５/２４に受験予定

127 介護 〇〇〇 カン フェン ベトナム 2021/9/10 特定活動 2021/1/12 福祉専門学校 千葉県船橋市 女 22

128 介護 〇〇 ヴィエット ンガ ベトナム 2021/6/18 技能実習2号ロ N3 2021/3/6 縫製3級
岡山県岡山市で不
合格

女 34 岡山市不合格

129 介護 〇〇〇 ティ リエウ ベトナム 2021/4/22 技能実習3号ロ 2020/11/21 宮崎県小林市 女 36 ②

130 介護 〇〇〇 ティ フオン ベトナム 2021/7/11 特定技能1号 2020/12/25
施設園芸・キノコ
2019/11/20

福岡県小郡市 女 31 ①3/4メール

131 介護 〇〇〇 ミン ディエム ベトナム 2021/9/8 特定活動 N4 2020/6/23 介護 京都府福知山市 女 34
京都で一年半くらいクリーニングの仕事。いつからでも就労可
能

132 介護 〇〇〇 ティ トゥー ベトナム 2021/8/5 技能実習2号ロ 2021/2/2 介護 岐阜県土岐市 女 24 ※6/6に紹介会社Baoさんから二重紹介あり

133 介護 〇〇〇 トゥイ ハン ベトナム 2021/7/21 特定活動 2021/3/16 介護 福井県坂井市 女 29 アルバイトでもすぐに就労希望

134 介護 〇〇 ティ ヌオン ベトナム 2021/10/1 特定活動 2021/3/12 塗装 福井県越前市 女 24
二次面接いつでもOK、28時間以内就労許可(特定活動になって
から働いてない)。いつでも就労開始可。N4かN3受験検討中。

135 介護 〇〇〇 ヴァン タム ベトナム 2021/7/28 特定活動 2020/12/25
工業包装
2021/6/2

千葉県千葉市 男 23 3/17実技試験、面接日確認中

136 介護 〇〇 クオック ヒエップ ベトナム 2021/3/12
技能実習2号ロ
特定活動申請中

N3 2021/2/21
プラスチック成型
2020/9/28

滋賀県草津市 男 28 3/17実技試験、面接日確認中

137 介護 〇〇〇 タイン フエン ベトナム 2021/3/21 技能実習1号ロ 2021/1/29 栃木県宇都宮市 女 20 ⑪3/4メ－ル

138 介護 〇〇 ミン ニュット ベトナム 2021/10/5 特定技能1号 N4 2020/12/7 塗装技能　2020/8/24 静岡県静岡市 男 31 ⑩メール

139 介護 〇〇〇 クオック ラム ベトナム 2021/4/5 技能実習2号ロ 2021/2/16
塗装技能
2020/11/20

山口県周南市 男 28 ⑨2/26メール

140 介護 〇〇〇 キム フエ ベトナム 2021/3/25 特定活動 2021/2/16 酪農　2020/4/2 北海道川上郡 女 25 ⑧2/26メール

141 介護 〇〇〇 ばん ひいう ベトナム 2021/5/17 留学 N4 2020/12/22 福岡市南区 男 22 ⑦2/26メール

142 介護 〇 フオック フイ ベトナム 2021/4/17 技能実習2号ロ 2021/2/1
塗装3級
2020/10/19

和歌山県和歌山市 男 23 ⑥2/26メール

143 介護 〇〇 タイン フン ベトナム 2021/4/15 技能実習2号ロ N4 2021/1/7 大阪府柏原市 男 27 ⑤2/26メール

144 介護 〇〇 フォン ベトナム 2021/8/11 留学 N4 2021/2/5 千葉県松戸市 男 22 ④2/26メール

145 介護 〇〇〇 ナム コイ ベトナム 2021/7/29 特定活動 2020/11/6
金属プレス加工級技能検定試験　
随時3級
2020/2

愛知県岡崎市 男 36 ③2/26メール

146 介護 〇〇〇 ヴァン グェン ベトナム 2021/3/9 技能実習3号ロ 2021/1/12
塗装　随時3級
2020/10/3

和歌山県有田郡 男 27
①2/22メール
3/7二次面接

147 介護 〇〇〇 ヴァン クアン ベトナム 2021/7/18 特定活動 2021/2/4
建築板金　随時3級
2020/9/2

大阪府堺市 男 31 ②2/22メール

148 介護 〇〇〇 ラエ カイン ミャンマー 2021/9/24 特定活動 N4 2021/4/9 農業 福岡県柳川市 女 30

日本語問題ないと思います。今は組合のセンターで勉強・生
活。実習終わって特定活動に切り替えてからは仕事していな
い。いつでも就労可能。できれば寮は1人部屋希望。近くにコ
ンビニ・スーパーあるか気にしていた。

149 介護 〇〇〇 ズィン オー ミャンマー 2021/5/24 特定活動 2021/4/9 養鶏専門級 福岡県柳川市 女 29
日本語微妙。実習後３ヶ月働いた。今は無職で介護の勉強をセ
ンターでやってる。いつでも就労可能。
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150 介護 〇〇〇 ティ ヴィエット ベトナム 2021/5/17 特定活動 2020/11/25 介護 滋賀県米原市 女 39 7/20くらいには転職可能。

151 介護 〇〇〇 ティ ミー ヒェウ ベトナム 121

152 介護 〇〇〇 ヴァン クエット ベトナム 2021/6/25 技能実習2号ロ N3 2021/4/9 介護 神奈川県横浜市 男 22 日本語流暢

153 介護 〇〇 フォン ベトナム 2021/8/11 留学 N4 2020/12/16 介護 千葉県松戸市 男 22

154 介護 〇〇〇 ヴァン ソン ベトナム 2021/12/1 特定活動 N4 2021/5/20 介護 群馬県前橋市 男 29

155 介護 〇〇〇 ティ グイ ベトナム 2021/6/4
技術・人文知識・
国際業務

Ｎ1 2020/10/22 介護 福岡県久留米市 女 31
内定後、１か月後から就労可。
N１取得で日本語問題なし。雇用条件もすべて確認済み。

156 介護 〇〇〇 ティ アイン ベトナム 2022/3/3 特定活動 2020/7/21 介護 北海道中川郡 女 32

157 介護 〇〇〇 チャ ミャエ ミャンマー 2021/11/13 特定活動12 2021/4/15 介護 鹿児島県鹿屋市 男 25

技能実習3年終了してない。2年で会社倒産し、特定活動に変
更。
日本語〇、３人一緒に転職を希望

158 介護 〇〇〇 チュオン ハン ベトナム 2021/9/3 特定活動 2021/4/9 介護 福井県福井市 男 29 特定活動２回目

159 介護 〇〇〇 クアン ビン ベトナム 2021/7/30 技能実習2号ロ 2021/2/27 介護 広島県福山市 男 28
9/14～転職可
シフト勤務が難しいとのこと。

160 介護 〇〇〇 ヴァン ティエン ベトナム 2021/7/31 特定活動12 2020/6/5 建設機械 広島県尾道市 男 23 特定活動期間１年

161 介護 〇〇〇 スァン トウイ ベトナム 2021/9/2 技能実習3号ロ N2 2019/7/2 介護 福岡県宮若市 男 35

162 農業 〇〇〇ティ バイ ベトナム 2021/8/6 技能実習２号ロ 2019/6/27 酪農 北海道河東郡 女 32

163

根室に応
募?
 水産加工
 ＠北海道
 岩内郡
 (キャンセ
 ル)

〇〇〇 ティ アイン ベトナム 2021/11/13 特定活動 2019/7/26 水産加工食品製造業 北海道厚岸郡 女 23

164 食品加工 〇〇〇 クアン ニン ベトナム 2021/8/14 技能実習2号ロ 2021/2/26
惣菜製造業
専門級

岡山県総社市 男 23 日本語〇

165 食品加工 〇〇 マン クイン ベトナム 2021/7/30 技能実習2号ロ 2021/2/26
惣菜製造業
専門級

愛媛県松山市 男 22 8/1〜仕事できる

166 食品加工 〇〇〇 ドック タン ベトナム 2021/7/19 技能実習2号ロ 2021/1/27
食鳥処理加工
専門級

鳥取県東伯郡 男 31

167 食品加工 〇〇〇 ヴァン ザン ベトナム 2021/7/30 技能実習2号ロ 2021/1/19
飲食料品製造
外食業
特定技能1号

滋賀県長浜市 男 30 7/23実習終了

168 食品加工 〇〇〇 タン タム ベトナム 2021/11/27 特定技能1号 2020/5/20
食鳥処理加工
専門級

群馬
 兵庫県神戸市

男 27

169 食品加工 〇〇 ドウック バオ ベトナム 2021/11/11 特定技能1号 N3 2020/2/21
パン製造
3級

愛知県弥富市 男 31 特定技能として２０２０年１２月まで就労、現在は無職

170 食品加工 〇〇〇 ハイ ダン ベトナム 2022/3/31 特定技能1号 2018/7/2
惣菜製造業
専門級

福岡県朝倉市 男 33 日本語は苦手と自ら 初に言われ。。

171 食品加工 〇〇〇 ハイ ダン ベトナム 2022/3/31 特定技能1号 2018/7/2
惣菜製造業
3級

福岡県朝倉市 男 33 ５/１４Bui DUｙさん紹介で面接済み(二重応募）

172 食品加工 〇〇〇 タン サン ベトナム 2021/7/27 特定活動6
食鳥処理加工
専門級

鹿児島件肝属郡 男 23
日本語△
特定活動は1年間

173 食品加工 〇〇〇 ヴァン ナム ベトナム 2021/11/17 特定活動 2020/11/20
加熱乾製品製造
専門級

千葉県長生郡 男 23 7月から働ける

174 食品加工 〇〇 タイン テウエン ベトナム 2021/9/17 技能実習2号ロ 2021/5/13
食鳥処理加工
専門級

新潟県北蒲原郡 男 33

175 食品加工 〇〇〇 ヴァン オン ベトナム 2021/8/14 技能実習2号ロ 2021/2/26
惣菜製造業
専門級

岡山県総社市 男 22

176 食品加工 〇〇〇 ヴァン フー ベトナム 2021/7/30 技能実習2号ロ 2021/2/26
惣菜製造業
専門級

愛媛県松山市 男 22

177 食品加工 〇〇〇 ドック ウォック ベトナム 2021/9/5 技能実習2号ロ 2020/11/18 飲食品製造 茨城県龍ヶ崎市 男 26 9/5 実習終了

178 食品加工 〇〇 プロス ピセイ カンボジア 2021/10/10 技能実習2号ロ 2021/5/28
加熱性水産加工食品製造業
専門級

茨城県東茨城郡 男 26

179 食品加工 〇〇 シンバツ カンボジア 2021/9/16 技能実習2号ロ 2021/4/23 牛豚部分肉製造作業 埼玉県八潮市 男 23 実習7/26まで

180 食品加工 〇〇〇 マリン カンボジア 2021/9/16 技能実習2号ロ 2021/4/23 牛豚部分肉製造作業 埼玉県八潮市 男 29 実習7/26まで

181 食品加工 〇〇 ズイ トゥン ベトナム 2021/9/4 技能実習2号ロ 2021/4/20
牛豚食肉処理加工
専門級

長野県中野市 男 25 7/26実習終了
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182 食品加工 〇〇〇 ティ ザン ベトナム 2021/8/5 技能実習2号ロ 2021/2/22
工業包装
3級

埼玉県春日部市 女 33

183 食品加工 〇〇〇 テイ アン ベトナム 2021/6/19 技能実習2号ロ 2019/3/26
水産練り製品製造

宮城県塩竈市 女 34 6/1実習終了。日本語NG

184 食品加工 〇〇〇 ゴック ミン ベトナム 2021/5/17 特定活動 2021/1/29
塩蔵品製造
専門級

鳥取県米子市 女 32 特定活動は１回目、技能実習時と同じ職場

185 食品加工 〇〇 ディン フォン ベトナム 2021/5/2 特定活動 2020/5/2
電子機器組立て作業
3級

石川県白山市
 徳島県阿波市

男 22

186 食品加工 〇〇 ティ タオ ベトナム 2021/8/9 技能実習2号ロ 2021/3/2
食鳥処理加工作業
専門級

広島県三原市 女 29 日本語：難しい質問はNG。

187 食品加工 〇〇〇 フオン ホア ベトナム 2022/2/5 特定技能1号 2020/7/29
食品加工 塩蔵品製造
専門級

宮城県牡鹿郡女川
町

女 28

2021/2/5から特定技能。日本語上手。いつでも転職可。
※お兄さんと一緒に応募して、兄が不合格となった後、合格し
た本人も辞退。（以前に同様の辞退歴あるため要注意）

188 食品加工 〇〇〇 トー グエット ベトナム 2021/6/21 技能実習2号ロ 2021/3/3
食鳥処理加工作業
専門級

兵庫県丹波市 女 22

189 食品加工 〇〇〇 ティ ラン ベトナム 2021/6/24 技能実習2号ロ 2021/2/10 飲食料品製造業 静岡県浜松市 女 21

190 食品加工 〇〇〇 トゥアン アン ベトナム 2021/8/19 技能実習2号ロ 惣菜製造(初級) 神奈川県厚木市 男 23 ※専門級の試験を5/18に受験予定

191 食品加工 〇 ヴァン ホアン ベトナム 2021/5/13 技能実習2号ロ 2021/2/10 飲食料品製造業 三重県名張市 男 22 実習終了済み。すぐ仕事OK

192 食品加工 〇〇〇 ティ ナン ベトナム 2021/7/1 技能実習2号ロ 2021/1/21
飲食料品製造業/ビルクリーニ
ング

福岡県福岡市 女 22

193 食品加工 〇〇〇 ティ テユ フェン ベトナム 2021/7/24 技能実習2号ロ 2021/2/10 飲食料品製造業 広島県福山市 女 37 二次面接希望日は5/6　19：00-

194 食品加工 〇〇〇 ミン フェン ベトナム 2021/6/28 技能実習2号ロ 2021/3/10
ハム・ソーセージ・ベーコン製
造

愛知県豊田市 女 22
面接ではすでに特定技能である、また技能実習の際には３年北
海道に住んでいたと説明、履歴書と相違がある

195 食品加工 〇〇 ヴァン トアン ベトナム 2021/7/26 特定活動 2020/7/20 惣菜製造業 広島県広島市 男 23 無職、すぐに仕事可能。

196 食品加工 〇〇〇 ミン フェン ベトナム 2021/6/28 技能実習2号ロ 2021/3/10
ハム・ソーセージ・ベーコン製
造作業
3級

愛知県豊田市 女 22

197 食品加工 〇〇〇 ホン チュイ 121

198 食品加工 〇〇〇 ヴァン テァム ベトナム 2021/4/9 特定活動 2020/12/9 飲食料品製造
茨城県ひたちなか
市

男 27

199 食品加工 〇〇〇 ティ ハ ベトナム

200 食品加工 〇〇 ヴァン ハイ ベトナム 2022/8/17 留学 N4
食品産業
2020/3/3

静岡県富士宮市 男 28

201 食品加工 〇〇〇 ティ フェン ベトナム 121

202 食品加工 〇〇〇 ティ フン ベトナム 2021/5/28 技能実習2号ロ N3 水産加工食品製造業 北海道伊達市 女 25

203 食品加工 〇 ティ ホン ベトナム 2021/8/25 技能実習2号ロ 群馬県利根郡 女 24

204 食品加工 〇 ティ トゥ ベトナム

205 食品加工 〇〇〇 ティ フォン ホア ベトナム

206 食品加工 〇〇 ヴィエット ダン ベトナム

207 食品加工 〇〇〇 タン フイエン ベトナム 2021/7/13 技能実習2号ロ 水産加工食品 茨城県守谷市 女 22

208 食品加工 〇〇〇 フォン タオ ベトナム 2021/7/5 技能実習2号ロ 惣菜製造 広島県中区 女 21
日本語微妙、今の給料は12−13万。次の仕事は16万くらい希
望。

209 食品加工 〇〇〇 ティ キム ズン ベトナム 2021/7/18 技能実習2号ロ 惣菜製造専門級 福岡県北九州市 女 22

210 食品加工 〇〇〇 ティ ホアイ ベトナム 2021/7/18 技能実習2号ロ 惣菜製造専門級 福岡県北九州市 女 26

211 食品加工 〇〇〇 ゴック ミン ベトナム 121

212 食品加工 〇〇〇 タイン フオン ベトナム 121

213 食品加工 〇〇〇 ヴァン ロン ベトナム

214 食品加工 〇〇 ヴァン コン ベトナム 121

215 食品加工 〇〇 ゴック クオン ベトナム 121

216 食品加工 〇〇〇 ティ テュ ベトナム 121

217 食品加工 〇〇〇 ティー ハイ ベトナム 2021/7/30

218 食品加工 〇〇〇 ティー フエン ベトナム 2021/5/15
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219 食品加工 〇〇 チョン ドン ベトナム 2021/7/18 技能実習2号ロ
食品技能試験
2021/2/10

建設機械施行
2020/11/13

福井県坂井市 男 22

220 食品加工 〇〇 ティ フォン ベトナム 2021/7/5 技能実習2号ロ
総菜製造　専門級
2021/3/2

広島県広島市 女 31

221 食品加工 〇〇〇 タン ミエン ベトナム 2021/7/10 技能実習2号ロ
食鳥処理加工作業
専門級
2021/2/23

鹿児島県薩摩郡 女 22 2-3

222 食品加工 〇〇〇 テイ チャム ベトナム 2021/7/10 技能実習2号ロ
食鳥処理加工作業
専門級
2021/2/23

鹿児島県薩摩郡 女 25 4-5

223 食品加工 〇〇〇 チュー ヒエン ベトナム 2021/5/15 技能実習2号ロ
水産加工専門級
2020/11/20

北海道釧路市 女 30

224 食品加工 〇〇〇 ティ オアン ベトナム 2021/4/11 留学 N3
食品技能試験
2021/2/10

神奈川県横浜市 女 23

225 食品加工 〇〇 ティ ホァイ ベトナム 2021/6/18 特定活動
施設園芸
2020/6/25

長崎県南島原市 女 23 食品製造資格なし

226 食品加工 〇〇〇 ホン トゥ ベトナム 2021/12/2 特定活動
婦人子供服製造
2020/10/20

岩手県花巻市 女 34
食品製造資格なし
岩手

227 食品加工 〇〇〇 テイ チャン ベトナム 2021/8/8 特定活動 2020/8/21 惣菜製造業 福島県会津若松市 女 24

228 食品加工 〇〇〇 テイ フオン ベトナム 2021/5/25 特定活動 2020/7/9 惣菜製造業 茨城県坂東市 女 25

229 食品加工 〇〇 ヴィエット ダン ベトナム 2021/12/21 特定技能1号 2017/7/19
塩蔵品製造
専門級

宮城県牡鹿郡女川
町

男 38 いつでも転職可。

230 食品加工 〇〇 ティ ジン ベトナム 2021/8/13 技能実習2号ロ 2021/1/14 惣菜製造業 岡山県倉敷市 女 21

231 食品加工 〇〇〇 ティ ラン ベトナム 2021/9/1 技能実習2号ロ 2021/2/24 かまぼこ製品製造 宮城県牡鹿郡 女 23

232 食品加工 〇〇 ホン ニュン ベトナム 2021/6/28 特定活動6 2020/6/10
パン製造作業
専門級

大阪府大阪市 女 23

233 食品加工 〇〇 ティ メン ベトナム 2021/9/14 技能実習2号ロ 2021/5/10
婦人子供服製造
3級

秋田県潟上市 女 29

234 食品加工 〇〇〇  ホン タイン ベトナム 2021/12/4 技能実習2号ロ 2019/6/13 惣菜製造 埼玉県春日部 女 24

235 食品加工 〇〇〇 ティ ホア ベトナム 2021/7/22 技能実習2号ロ 2021/3/31
惣菜製造業
専門級

北海道石狩市 女 30 7/22まで実習

236 食品加工 〇〇〇 ティ トゥオイ ベトナム 2021/7/22 技能実習2号ロ 2021/3/31
惣菜製造業
専門級

北海道石狩市 女 26 7/22まで実習

237 食品加工 〇〇 テイ クイ ベトナム 2021/8/21 技能実習2号ロ 2021/3/22
惣菜製造業
専門級

宮城県富谷市 女 28

日本語〇、受け答えが丁寧。
寮ではなく一人暮らしをしたいとのこと(2次面接で質問するよ
う伝えています)

238 食品加工 〇〇〇 フオン タオ ベトナム 2021/9/17 特定活動 2020/12/4 塩蔵品製造 北海道茅部郡 女 24

TRAN THI PHUONG  THAO
DAO THI HUYEN
KIEU THI CHAMさん友達。一緒に合格したい

239 食品加工 〇〇 ティ フエン ベトナム 2021/9/17 特定活動 N3 2020/12/4 塩蔵品製造 北海道茅部郡 女 23

TRAN THI PHUONG  THAO
DAO THI HUYEN
KIEU THI CHAMさん友達。一緒に合格したい

240 食品加工 〇〇〇 ティ チャム ベトナム 2022/6/7 特定活動 2020/12/4
塩蔵品製造
専門級

北海道茅部郡 女 22

TRAN THI PHUONG  THAO
DAO THI HUYEN
KIEU THI CHAMさん友達。一緒に合格したい

241 食品加工 〇〇〇 ティ ラン フオン ベトナム 2021/8/14 技能実習2号ロ 2021/2/25
惣菜製造業
専門級

滋賀県長浜市 女 22
8/15以降、就業可
ハキハキしていて、良い印象

242 食品加工 〇〇〇 トウイ ティエン ベトナム 2021/7/3 技能実習2号ロ 2020/12/9
食鳥処理加工
専門級

山口県長門市 女 21

243 食品加工 〇〇〇 タイン クエン ベトナム 2021/7/30 技能実習2号ロ N3 2020/9/28 惣菜製造専門級 北海道札幌市 女 22

244 食品加工 〇〇〇 タイン クエン ベトナム 2021/7/30 技能実習2号ロ N3 2020/9/28 惣菜製造専門級 北海道札幌市 女 22

245 食品加工 〇〇〇 ティ アイン ベトナム 2021/7/13 特定活動 塩蔵品製造　2020/7/26 北海道厚岸郡 女 23
④メール
3/2二次面接

246 食品加工 〇〇〇 ティ テュー ホンー ベトナム 2021/3/15 特定活動
総菜製造　専門級
2020/9/4

長野県松本市 女 24
③メール
3/2二次面接

247 食品加工 〇〇〇 ティ スアン ベトナム 2021/3/7 特定活動
水産加工製造業　専門級
2020/1/29

北海道宗谷郡 女 30 2/24メール
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248 食品加工 〇〇〇 ティ クイン チャン ベトナム 2021/9/28 特定活動 岐阜県瑞浪市 女 23

249 食品加工 〇〇〇 ヴァン トン ベトナム 2021/9/25 特定活動 岐阜県瑞浪市 男 24

250 食品加工 〇〇〇 ティー リン ベトナム 2021/7/10 特定技能１号 N3
水産加工
2020/2/26

北海道函館市 女 25 3/24面接　ZOOM連絡間違いの為3/29再面接

251 食品加工 〇〇〇 ティ タンイ ベトナム 2021/6/21 技能実習2号ロ 2020/12/2
施設園芸・キノコ
専門級

北海道夕張郡 女 28
日本語上手で、話し方も丁寧。
以下2名と一緒に転職を希望

252 食品加工 〇〇〇 ティ ロアン ベトナム 2021/6/21 技能実習2号ロ 2020/12/2
施設園芸・キノコ
専門級

北海道夕張郡 女 33 上下2名と一緒に転職を希望

253 食品加工 〇〇〇 ティ チン ベトナム 2021/6/21 技能実習2号ロ 2020/12/2
施設園芸・キノコ
専門級

北海道夕張郡 女 26
日本語上手で、話し方も丁寧。
上記2名と一緒に転職を希望

254 食品加工 〇〇〇 ティ タン ベトナム 2021/7/20 技能実習3号ロ 2018/9/3
婦人子供服製造
3級

青森県弘前市 女 34 現職7/4退職→7/5～就業可

255 食品加工 〇〇〇 テェ フン ベトナム 2021/10/6 特定活動 2019/10/2
プラスチック成形
随時3級

静岡県焼津市 男 29 特定活動で１年経過している

256 食品加工 〇〇〇 フオン チュック ベトナム 2022/1/15 特定技能1号 2020/3/25 調未加工品製造 群馬県邑楽郡 女 25

257 食品加工 〇〇〇 ティ ホン ベトナム 2021/9/5 技能実習2号ロ 2020/12/23
酪農
専門級

北海道河西郡 女 35

258 食品加工 〇〇〇 ヴァン ソン ベトナム 2021/7/27 技能実習2号ロ 製本 埼玉県川越市 男 22

259 食品加工 〇〇〇 ヴァン ナム ベトナム

260 食品加工 〇〇〇 ティー ハン ベトナム

261 食品加工 〇〇スアンソン 2021/7/18 特定活動 香川県仲多度郡 男 28 技能実習〜今　溶接

262 食品加工 〇〇 ティ テュ フオン ベトナム 特定技能1号 食鳥処理加工 栃木県那須塩原市 女 28

特定技能で３ヶ月働いている、残り4年半以上勤務可能。転職
理由は今の仕事の給料が安い(手取り8万。希望は12万)。1ヶ月
前には今の職場に退職を言わないといけない。

263 食品加工 〇〇〇 ティ リー ベトナム 特定技能1号 食鳥処理加工 栃木県那須塩原市 女 30

特定技能で３ヶ月働いている、残り4年半以上勤務可能。転職
理由は今の仕事の給料が安い(手取り8万。希望は12万)。1ヶ月
前には今の職場に退職を言わないといけない。

264 食品加工 〇〇〇 ツー ダオ ベトナム 申請中 特定活動 鉄筋施工 大阪府大阪市 男 24

265 食品加工 〇〇〇 ティ シゥエン ベトナム

266 食品加工 〇〇〇 ヴァン ホアン ベトナム

267 食品加工 〇〇〇 ティー サン ベトナム

268 食品加工
〇〇 ティ タォ

ベトナム 2021/5/15 技能実習２号ロ
水産加工専門級
2020/11/20

北海道根室市 女 22 2年雇用希望

269 食品加工 〇〇〇 パイン ソエ ミャンマー 2021/7/18 留学 N2 広島県福山市 男 33 facebookより個人とやり取り

270 食品加工 〇〇〇 ティ タイン ベトナム 2021/6/21 技能実習2号ロ 2021/1/13
施設園芸・キノコ
専門級

北海道夕張郡栗山
町

女 34
動画では技能実習中と言っているが特定技能ですでに１年経過
済み。転職希望は今の仕事は残業少なく手取り11万ほど。

271 食品加工 〇〇〇 ヴァン ナム ベトナム 2021/9/12 特定活動 Ｎ4 2021/2/10
飲食料品製造
外食業
特定技能1号

神奈川県厚木市 男 26

履歴書では2018-20/21が技能実習期間となっている。面談では
２０１９年９月に来日し、２０２０年９月から特定活動ビザに
なったと説明。現在の特定活動ビザは２回目の更新であり２０
２１/９月で満了する。

272 食品加工 〇〇〇 サオワン カンボジア 2021/11/1 技能実習3号ロ 2019/4/23
塩蔵品製造
専門級

千葉県銚子市 女 35

273 食品加工 〇〇 ロタナー カンボジア 2021/11/1 技能実習3号ロ 2019/4/23
塩蔵品製造
専門級

千葉県銚子市 女 28

274 大根@帯広 〇〇〇 ハルトノ
インドネシ
ア

2021/8/23 技能実習2号ロ 2021/2/12
鉄筋組立て作業
3級

大阪府八尾市 男 29 7月から就労可能

275 内装 〇〇〇 ドゥック ラム ベトナム 2021/2/20 技能実習２号ロ 2021/12/1 内装仕上げ専門級 神奈川県横浜市 男 25
特定活動申請中、専門級の合格日は1日で入力していますが、
資料がないため月しかわかりません。

276 内装 〇〇 ゴク ソン ベトナム 2021/5/27 特定活動
内装仕上げ施工
2021/6/26

岡山県岡山市 男 23

277 内装 〇〇 チョン タム ベトナム 2021/5/27 特定活動
内装仕上げ施工
2021/6/26

岡山県岡山市 男 24
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278 内装 〇〇 ゴック ソン ベトナム 2021/4/10 技能実習2号ロ N4 2021/1/22 内装仕上げ施工(随時３級) 神奈川県横浜市 男 23

279 内装 〇〇 コン チン ベトナム 2021/4/10 技能実習2号ロ 2020/11/16 内装仕上げ施工(随時３級) 神奈川県横浜市 男 23

280 内装 〇〇〇 ヴァン ヒョウ ベトナム 2021/4/10 技能実習2号ロ N4 2019/2/4 内装仕上げ施工(基礎級) 神奈川県横浜市 男 24

281 内装 〇〇〇 ヴァン ターイ ベトナム 2021/3/3 特定活動 N4 2020/12/23 内装仕上げ施工(３級) 滋賀県蒲生郡 男 26

282 農業 〇〇〇 ティ ハオ ベトナム 女 39

283 農業 〇〇〇 ティ フエ ベトナム 2021/5/11
短期滞在
(在留カードなし)

広島 女 33 今は無職。技能実習時は縫製の仕事。

284 農業 〇〇〇 クオック ヴィン ベトナム 2022/1/28 特定技能1号
畑作・野菜
専門級

千葉県市原市 男 22

285 農業 〇 クアン フォック ベトナム 2021/7/30 特定活動 山梨県笛吹市 男 31

286 農業 〇〇〇 フィ ハウ ベトナム 2021/7/30 特定活動 山梨県笛吹市 男 23

287 農業 〇 ドック ティン ベトナム 2021/6/11 技能実習2号ロ 2020/11/9
左官作業
3級

鹿児島県枕崎市 男 29

288 農業 〇〇〇 ドック トアン ベトナム 2022/3/4 特定活動 静岡県浜松市 男 22

289 農業 〇〇〇 ティエン コイ ベトナム 2021/4/24 技能実習2号ロ
畑作・野菜
2020/12/14

福岡県八女市 男 31 ①鳥取農業不合格者

290 農業 〇 ヴァン バ ベトナム 2021/9/11 特定活動
京都府綴喜郡宇陀
和良町

男 28 1年以内に農業の資格取る約束

291 農業 〇〇〇 フォン リン ベトナム 2021/7/27 特定活動 2020/12/14
施設園芸・キノコ
専門級

香川県東かがわ市 女 23

292 農業 〇〇〇 メラル ジャンガン フィリピン 2021/7/8 技能実習2号ロ 2021/2/17
施設園芸
専門級

福岡県小郡市 女 32

293 農業 〇〇〇 ジェーン ロンデス フィリピン 2021/7/8 技能実習2号ロ 2021/2/17
施設園芸
専門級

福岡県小郡市 女 30

294 農業
〇〇〇 ジェニファー コンソラ
シオン

フィリピン 2021/7/8 技能実習2号ロ 2021/2/17
施設園芸
専門級

福岡県小郡市 女 29

295 農業 〇〇 ヴァン ナム ベトナム 2021/7/25 技能実習２号ロ これから受験
型枠施工
2021/2/21

高知県南国市 男 27 試験はほぼ毎日受験できるから近いうちに合格予定

296 農業 〇〇〇 ムストファ
インドネシ
ア

2021/11/6 特定活動 N3 2020/1/25 広島県江田島市 男 41

297 農業 〇〇〇 ウー テイエン ベトナム 2021/10/5 特定活動 2020/1/15 建造物鉄鋼 随時3級 愛知県宇和島市 男 26 職歴：鉄鋼(1年5ヶ月)

298 農業 〇〇〇 ヴァン ソン ベトナム 2021/8/8 特定活動 2020/9/7 かわらぶき3級 東京都足立区 男 28

299 農業 〇〇〇 テイ トウイ ベトナム 2021/5/21 技能実習２号ロ 福岡県小群市 女 26 職歴：電子部品組立

300 農業 〇〇〇 ティ チャン ベトナム 2021/11/19 特定技能１号 N4 栃木県宇都宮市 女 31

301 農業 〇 ティ シン ベトナム 2021/5/20 技能実習２号ロ 2020/7/17 農業専門級(畑作・野菜)
鹿児島県曽於市(そ
おし)

女 34

302 農業 〇 ミン ゴック ベトナム 2021/6/24 技能実習２号ロ 2021/1/28
建築板金・ダクト板金作業(随
時3級)

福島県福島市 男 25

303 農業 〇〇〇 アキルヂィン
インドネシ
ア

2021/5/3 技能実習1号ロ
日本語
基礎テスト
A2

2021/3/15 福井県（友人宅） 男 31

304 農業 〇〇〇 フエン トゥオン ベトナム 2021/8/31 特定技能１号 2020/2/5 農業専門級(施設園芸・キノコ) 長野県佐久市 女 25

305 農業 〇〇〇 ティ ホウオン ベトナム 2021/6/13 技能実習2号ロ 2020/12/7 農業専門級(畑作・野菜) 熊本県阿蘇郡 女 31

306 農業 〇〇〇 テゥ フォン ベトナム 2021/11/20 特定技能１号 2019/10/4 農業専門級(果樹) 長野県佐久市 女 25

307 農業 〇〇〇 タイン フェン ベトナム 2021/6/13 技能実習2号ロ 2020/12/7 農業専門級(畑作・野菜) 熊本県阿蘇郡 女 28

308 農業 〇〇〇 ティ ニン ベトナム 2021/6/7 技能実習2号ロ 2020/12/17 農業専門級(畑作・野菜) 宮崎県児湯郡 女 32

309 農業 〇〇 ドック ズオン

310 農業 〇〇 ディン クアン ベトナム 2021/7/25 短期滞在 長野県 男 36

専門級あり。約1年無職。ユニバーサルジャパン協同組合 ホア
さん 0776301689。実習中の人がらや専門級について問い合わ
せちゅう。

311 農業 〇〇〇 マン ズ ォン ベトナム 2021/6/17
短期滞在
(在留カードなし)

群馬 男 35

履歴書内の氏名はスペルミス、動画タイトルが正しい。現在は
無職であり短期滞在ビザが６月に期限到来。技能実習３年満了
せずにアルバイト生活になり、６年目の滞在であるとのこと

312 農業 〇〇〇 ティ ロアン ベトナム 2021/7/12 特定活動 2020/7/17
婦人子供既製服縫製作業
3級

山梨県甲州市 女 35 2021/1から特定活動、ベトナムで農業の経験あり。
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313 農業 〇〇 スアン フン ベトナム 2021/6/25 技能実習2号ロ 酪農 北海道広尾郡 男 32

日本語NG、ベトナムで野菜育てた経験あり。8月から就労可
能、日本語すごく上手。実習終わったら帰国しないとと組合に
言われた、帰りたくない。

314 農業 〇〇〇 リン ミャンマー 2021/7/18 特定活動 2019/12/4 建築塗装 熊本県熊本市 男 30

315 農業 〇〇 ミン ラッ ミャンマー 2021/8/24 特定活動 栃木県足利市 男 27
日本語上手い。7/17以降に引っ越し＆就業可
次回面接、5/17(月)19：00以降希望

316 農業 〇 ナイ トン ミャンマー 2021/6/12 特定活動 大阪府大阪市 男 28

317 農業 〇〇 ナウン ミャンマー 2021/8/23 技能実習2号ロ 岡山県総社市 男 28 8/8終わり

318 農業 〇〇 タン ミャンマー 2021/8/23 技能実習2号ロ N4 岡山県総社市 男 35 8/8終わり、N4合格 証書受け取りはまだ

319 農業 〇〇 ミン トゥ ミャンマー 2021/8/23 技能実習2号ロ N4 岡山県総社市 男 22 8/8終わり、N4合格 証書受け取りはまだ

320 農業 〇〇 ヘイン トゥー ミャンマー 2021/6/28 特定活動 2020/9/15
建設機械施工
専門級

千葉県千葉市 男 32

321 農業 〇 ドック フュン ベトナム 2021/8/4 特定活動 N3 2020/11/19
左官
3級

福岡県糟屋郡宇美
町

男 23
TRUONG THI HIENさんと一緒に就労及び同居することを希望

322 農業 〇〇〇 ティ ヒエン ベトナム 2021/8/7 技能実習2号ロ N3 2021/3/5
乾製品製造
専門級

長崎県長崎市 女 22
VU DUC HUYNHさんと一緒に就労、同居を希望

323 農業 〇〇〇 ナン タン ベトナム 2021/9/4 技能実習2号ロ 2018/9/3 ダイカスト 広島県呉市 男 26

324 農業 〇〇〇 ドック フィ ベトナム 2021/8/17 留学 新潟県新潟市 男 21 帰国が決まったので面接はキャンセルするとのこと

325 農業 〇〇〇 ヴァン トウオン ベトナム 2021/7/12 特定活動 2020/10/2 工業包装 岡山県笠岡市 男 25 特定活動は１回目

326 農業 〇〇〇 バック クック ベトナム 2021/6/24 技能実習2号ロ 2020/12/8
畑作・野菜
専門級

鹿児島県伊佐市 女 22 日本語上手い

327 農業 〇〇〇 ティ ズン ベトナム 2021/6/24 技能実習2号ロ 2020/12/8
畑作・野菜
専門級

鹿児島県伊佐市 女 22

328 農業 〇〇 スアン ソン ベトナム 2021/9/26 技能実習2号ロ 静岡県浜松市 男 32 現在専門級なし、試験受けたばかり

329 農業 〇〇〇 ティン ヴ ベトナム 2021/7/13 特定活動 2020/12/18
紳士既製服製造作業
2級

岡山県岡山市 男 26
面接では技能実習中と言っているが、現在特定活動。期限は～
7/13まで（7/14～働きたいとのこと）

330 農業 〇〇 テ ディエップ ベトナム 2021/6/21 技能実習2号ロ 2020/12/2
施設園芸・キノコ
専門級

北海道夕張郡栗山
町

男 24

331 農業 〇〇〇 ドック タイ ベトナム 2021/8/1 特定活動 2021/1/20
コールドチャンバダイカスト
3級

富山県氷見市 男 23 日本語：難しい質問はNG

332 農業 〇〇〇 ティ ホア ベトナム 2021/7/22 技能実習2号ロ 2021/1/18
施設園芸
専門級

鹿児島県志布志市 女 30

333 農業 〇〇〇 タン フン ベトナム 2022/2/22
技術・人文知識・
国際義務

北海道札幌市 男 39

現在無職。現在は茨城在住。
5/18～仕事可
過去に農業の仕事経験あり。

334 農業 〇〇〇 ダリン カンボジア 2021/9/11 特定活動 2020/9/6
婦人子供既製服縫製作業
2級

福井県大野市 女 28

335 農業 〇〇〇 チャンター カンボジア 2021/7/2 技能実習2号ロ 2019/4/9
とび作業
基礎級

島根県松江市 男 22

336 農業 〇〇 コン カンボジア 2021/7/2 技能実習2号ロ 2019/4/9
とび作業
基礎級

島根県松江市 男 31

337 農業 〇〇〇 ノォイ カンボジア 2021/7/2 技能実習2号ロ 2019/4/9
型枠施工（型枠工事作業）
基礎級

島根県松江市 男 31

338 農業 〇〇 サンハー カンボジア 2021/5/13 特能実習3号ロ 2019/2/28
建築大工（大工工事作業）
3級

京都市右京区 男 37

339 農業 〇〇〇 ソクーン カンボジア 2021/8/26 技能実習2号ロ 2021/3/31
建築大工（大工工事）
3級

福井県大野市 男 34

340 農業 〇〇〇 ヴィチェト カンボジア 2021/8/7 技能実習2号ロ 2020/9/10
施設園芸
専門級

茨城県鉾田市 男 35

341 農業 〇〇〇 ポウ カンボジア 2021/8/1 技能実習2号ロ 2019/6/25
建築塗装作業
基礎級

神奈川県平塚市 男 25

342 農業 〇〇 コンテア カンボジア 2021/7/24 技能実習2号ロ 2019/6/13
畑作・野菜
初級

北海道帯広市 女 33
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343 農業 〇〇 ソピァク カンボジア 2021/7/2 技能実習2号ロ 2019/4/9
型枠施工（型枠工事作業）
基礎級

島根県松江市 男 37

344 農業 〇〇 クオン ホア ベトナム 2021/4/15 技能実習2号ロ
建設塗装随時3級
2020/11/25

兵庫県三木市 男 29

345 畜産 〇〇〇 バン クォン ベトナム 2021/8/22 技能実習2号ロ 2021/3/15
機械系保全作業
3級

茨城県笠間市 男 26

346 畜産 〇〇〇 デイン フイン ベトナム 2021/8/1 技能実習2号ロ 新潟県新潟市 男 24

347 畜産 〇〇〇 ドウック リエム ベトナム 2021/7/13 技能実習2号ロ 2021/2/26 金属塗装 山口県下関市 男 27 特定活動更新中、現在は山口から福岡県に勤務している

348 畜産 〇〇 バン ラン ベトナム 2021/7/19 技能実習2号ロ 2020/12/17
養豚
専門級

沖縄県国頭郡 男 24 受け答えが丁寧で、日本語〇

349 畜産 〇〇 ヴァン ミン ベトナム 2021/10/8 特定技能１号 2020/1/22
養豚
専門級

埼玉県三郷市 男 31 ほとんど日本語理解できない

350 酪農 〇〇 バン ラン ベトナム 2021/7/19 技能実習2号ロ 2020/12/17
養豚
専門級

沖縄県国頭郡 男 24 受け答えが丁寧で、日本語〇

351 酪農 〇〇〇 ヴァン フオン ベトナム 2021/12/26 留学
日本語基礎テ
スト
合格(219点)

大阪府大阪市 男 25

352 酪農 〇〇〇 ティ バイ ベトナム 2021/8/6 技能実習2号ロ 2021/3/24
酪農
専門級

北海道河東郡鹿追
町

女 32

353 酪農 〇〇〇 ラン アイン ベトナム 2021/12/25 特定技能1号
酪農
2020/7/27

北海道紋別市 女 26 ②3/4メール

354 酪農 〇〇 クエット タン ベトナム 2022/1/15 特定技能1号
酪農
2020/7/27

北海道紋別市 男 30 ①3/4メール

355 酪農 〇〇〇 ティ フオン ベトナム 2021/8/6 技能実習2号ロ 2021/3/24 酪農 北海道河東郡 女 34

356 酪農 〇〇〇 タイ アン ベトナム 2021/6/16 技能実習2号ロ N4 農業 群馬県沼田市 男 28 酪農経験無し、動物は好き。ベトナムで鶏は飼ってた。

357 酪農 〇〇〇 ホン ニュン ベトナム 2021/9/24 技能実習2号ロ 2020/12/14 酪農 北海道野付郡 女 21

358 酪農 〇 ハイ ダン ベトナム 2021/8/26 技能実習2号ロ 愛知県岡崎市 男 23 6/18技能試験合格証書あるか　確認中

359 酪農 〇〇〇 バン ホップ ベトナム 2021/8/29 技能実習2号ロ 2021/3/8
機械検査作業
3級

愛知県岡崎市 男 24

360 酪農 〇 バン タイ ベトナム 2021/8/29 技能実習2号ロ 2021/3/8
機械検査作業
3級

愛知県岡崎市 男 27

361 酪農 〇〇〇 コン タム ベトナム 2021/8/31 技能実習2号ロ 2021/3/25
機械検査作業
3級

大阪府堺市 男 27 下２名と一緒に転職を希望

362 酪農 〇〇〇 デイン ドウック ベトナム 2021/8/31 技能実習2号ロ 大阪府堺市 男 29
現職8/15まで
上下の方と一緒に転職を希望

363 酪農 〇 ティ フェン ベトナム 2021/8/23 技能実習2号ロ 鳥取県境港市 女 22
現職8/15まで
上２名と一緒に転職を希望

364 酪農 〇〇〇 ホン ニュン ベトナム 2021/9/24 技能実習2号ロ 2021/12/14 酪農 北海道野付郡 女 21 日本語よし

365 酪農 〇〇〇 ティー ハ ベトナム 2021/7/22 技能実習２号ロ N3 2021/3/24 酪農 北海道河東郡 女 24

366 酪農 〇〇〇 ホン ハイン ベトナム 2021/6/16 技能実習生 N4 北海道 女 37 前職　畜産農業

367 〇〇〇 ティ ニウオン 女 25

368 介護 〇〇 テイ フォン ベトナム 2021/8/26 技能実習2号ロ 2021/1/26 介護 青森県上北郡 女 37
8/4実習終了。
母国(実家)で介護の経験あり。

369 食品加工 〇〇〇 ヴァン ティン ベトナム 2022/4/30 特定技能1号 2020/10/5 飲食品製造業 岐阜県岐阜市 男 25

370 畜産 〇〇〇 ヴァン ロイ ベトナム 2021/6/13 技能実習3号ロ N5 2018/10/24 養豚 沖縄県うるま市 男 39

371 畜産 〇〇〇 フン クオン ベトナム 2021/12/4 特定活動 2021/1/26
合撚糸工程作業
2級

大阪府泉南市 男 24

372 畜産 〇〇 テオン クエン ベトナム 2021/8/30 技能実習2号ロ 2021/2/8
型枠工事作業
3級

福井県越前市 男 38

373 畜産 〇〇 ヴァン ミン ベトナム 特定技能 2020/1/22
養豚
専門級

茨城県 男 31 特定技能。間に合わないので面接断る。

374 畜産 〇〇〇 チュエン タイン ベトナム 2021/9/3 技能実習2号ロ 2021/1/25
型枠工事作業
3級

広島県広島市 男 26

ベトナムで養豚の経験(２年)あり。日本語は丁寧。
現職の契約が9/3までのため、9/4～就業可。入職日は条件に合
わないが、養豚の知識は十分あり、ぜひ採用してほしいとのこ
と。

375 食品加工 〇〇〇 フロルデリザ カルナザ フィリピン 2021/8/12 特定活動 2020/8/21
惣菜製造業
専門級

広島県呉市 女 26

376 食品加工 〇〇〇 フィビー ジェネ フィリピン 2021/8/12 特定活動 2020/8/21
惣菜製造業
専門級

広島県呉市 女 34
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377 食品加工 〇〇〇 シェイラ サガード フィリピン 2021/8/12 特定活動 2020/8/21
惣菜製造業
専門級

広島県呉市 女 37

378 畜産 〇〇 ダン タイン ベトナム 2021/8/4 技能実習2号ロ 型枠工事作業 三重県四日市市 男 34 7/30に今の仕事が終わる

379 畜産 〇〇〇 バン ホン ベトナム 2021/8/4 技能実習2号ロ 2021/2/15
型枠工事作業
3級

三重県四日市市 男 33 山の中の立地はちょっと考えさせてほしいとのこと

380 畜産 〇〇〇 ミン トゥン ベトナム 2021/7/24 技能実習2号ロ 2019/5/14
段ボール箱製造
基礎級

広島県大竹市 男 23

381 畜産 〇〇〇 ヴァン ニャン ベトナム 2021/7/8 特定活動 2020/10/12 プラスチック 福岡県豊岡市 男 28

382 畜産 〇〇 マイン フン ベトナム 2022/5/31 特定活動 2021/1/28
手溶接
基礎級

愛知県額田郡 男 36

６月から群馬県で農業に従事しているが仕事が少ないので転職
したい
特定活動２回目

383 食品加工 〇〇〇 サリ カンボジア 2021/10/10 技能実習2号ロ 2021/5/28
調味加工品製造
専門級

茨城県東茨城郡 男 27

384 畜産 〇〇〇 ヴァン トアン ベトナム 2021/9/30 特定活動 2020/6/5
家具手加工作業
3級

愛知県名古屋市 男 26

２０年９月に技能実習終了、その後ずっと無職。
在留カードは名古屋の住所だが今は広島市で友人宅に住まわせ
てもらっている。動画ピン止め失念してしまいました。

385 食品加工 〇〇 アイン クオック ベトナム 2021/7/27
 技能実習2号ロ
特定活動申請中 2021/5/27

食鳥処理加工作業
専門級

岩手県岩手郡 男 27

386 食品加工 〇〇〇 ヴァン タオ ベトナム 2021/10/8 特定活動6 2020/11/27
非加熱性水産加工食品製造業
専門級

岐阜県岐阜市 男 23

387 畜産 〇〇〇 ヴァン ナン ベトナム 2021/7/14 技能実習2号ロ 福岡県福岡市 男 24

388 畜産 〇〇 ゴック サム ベトナム 2021/7/25 技能実習2号ロ 2019/5/24
防水施工
基礎級

福岡県福岡市 男 38 日本の技術を学びたいから志望しました。

389 畜産 〇〇〇 バン ズン ベトナム 2021/8/28 技能実習2号ロ 2021/6/1
とび作業
3級

福岡県北九州市 男 31
8/13に現在の職場が終了になる、8/15に間に合うか？

390 食品加工 〇〇〇 ミン ルアン ベトナム 2021/11/20 特定活動 2021/4/15 惣菜製造業 福島県福島市 男 30 2021/5/20から特定活動

391 介護 〇〇 タイン キエン ベトナム

392 介護 〇 ヴァン ディン ベトナム

393 農業 〇〇〇 タイ トゥ ミャンマー 2021/10/26 特定活動 神奈川県川崎市 男 29 日本語学校卒業済　1年くらい･特定活動

394 介護 〇〇〇 ティ レー ベトナム 2021/8/29 技能実習2号ロ N3 2021/3/13
介護
機械検査

愛知県岡崎市 女 28

08/23～就業可。
介護福祉士の資格取得の意欲有り。（長く日本で働きたいとの
こと）

395 介護 〇〇〇 ティ タン ベトナム 要確認 要確認 2021/3/7 介護 岡山県総社市 女 32
在留カードが7/7までの期限なので、在留期限と在留資格の確
認が必要です。

396 介護 〇〇〇 タイン トゥ ベトナム 2021/11/13 特定活動 N3 2020/9/23 介護 愛知県岩倉市 男 22
履歴書が女性になっているが誤り。
特定活動１回目

397 農業 〇〇〇 タン タム ベトナム 2021/9/5 技能実習2号ロ 2021/2/15
畑作・野菜
専門級

長崎県雲仙市 女 31

398 介護 〇〇 テッ アウン ミャンマー 2022/2/22 特定技能1号 N3 2021/5/30 介護 京都府福知山市 男 23

399 介護 〇〇〇 ティ フオン ベトナム 2021/9/20 技能実習2号ロ 2021/4/30 介護 福井県坂井市 女 32 組合でのビザ延長予定なし

400 介護 〇〇〇 ティ ヒョウン ベトナム 2021/12/13 技能実習2号ロ 2021/3/4 介護 広島県中区 女 33
現職12/10まで。
日本語上手く、人柄も良く好印象。

401 介護 〇〇〇 ティ ヒョウン ベトナム 2021/12/9 技能実習2号ロ 2021/2/26 介護 石川県珠洲市 女 33

402 介護 〇〇〇 スアン フィ ベトナム 2021/9/6 技能実習2号ロ
日本語基礎テ
スト
216点

2021/2/20 介護 兵庫県加西市 男 23

403 介護 〇〇 ティ トゥイ チャン ベトナム 2021/12/1 技能実習2号ロ 2021/1/27 介護 富山県富山市 女 22 独居希望

404 介護 〇〇 ウ”アン チン ベトナム 2021/11/21 技能実習3号ロ 2021/4/8 介護 香川県高松市 男 27
介護の経験なし。
11月22日以降で入職可

405 介護 〇〇〇 タイン フー ベトナム 2022/1/19 特定活動6 2021/1/27 介護 愛知県名古屋市 男 24

406 農業 〇〇 ティ ソム ベトナム 2021/11/11 技能実習2号ロ 2021/4/21
養鶏
専門級

鹿児島県出水市 女 36
11/10～就業可。
受け答えは丁寧で、好印象。
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407 介護 〇〇〇 ツー ホン ベトナム 2022/1/4 特定活動
日本語基礎テ
スト
205点

2021/7/27
専門級は不合格
介護

滋賀県湖南市 女 24 9/30まで今の仕事。

408 介護 〇〇〇 ニラー ミャンマー 2022/1/18 技能実習2号ロ N3 2021/5/7 介護 福岡県柳川市 女 30

409 介護 〇〇〇 ミ チャン ベトナム 2021/9/25 技能実習2号ロ 2021/4/7 介護 京都府京都市 女 27

410 介護 〇〇 ティ キム チー ベトナム 2021/9/25 技能実習2号ロ 2021/7/21 介護 京都府京都市 女 29

411 介護 〇〇〇 ティ タオ ベトナム 特定技能 N3 2021/2/15 介護 岡山県高梁市 女 21

A
DUONG THI LAN ANHさんと一緒に入職を希望。
現職にはまだ退職を伝えていないとのこと。

412 介護 〇〇〇 ラン アン ベトナム 特定技能 N3 2021/2/15 介護 岡山県高梁市 女 26

A
NGUYEN THI THAOさんと一緒に入職を希望。
現職にはまだ退職を伝えていないとのこと。

413 食品加工 〇〇〇 カイ 中国 2021/11/6 技能実習3号ロ
J.TEST
E級

2019/7/26
塩蔵品製造
専門級

北海道宗谷郡 女 34


