
九州沖縄国際人材センター（ハートングループ株式会社） 

〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元 1 丁目 11 番 15 号 

Ｍａｉｌ：info@hearton-group.co.jp  Web:hearton-group.co.jp 

フリーダイヤル ０１２０−９６８−８２５ 担当 ： 浜田、川田原、上村 

 

 

 

参加希望される方は、必要事項を全てご記入いただきご提出をお願いいたします。 

※先着 5 施設となります。定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。 

FAX：０９９４−３５−１７５６ 

 

参加者 

フリガナ  電話  

氏名  ＦＡＸ  

会社名  

会社所在地  

所属  役職  

メール  

航空機 ビジネスクラス希望する（実費） ビジネスクラス希望しない 

部屋 アップグレード希望する（実費） アップグレード希望しない 

喫煙部屋 希望する            希望しない 

 

 

 

 

2019 年 11 月 マニラ・セブ・ダバオ 

第４回特定技能 現地人材視察セミナー申込書 

【現地セミナー日程】11 月 16 日（土）～20 日（水）（4 泊 5 日） 

【視察場所】活用セミナー（ホテル）、特定技能介護士紹介会社、介護職養成施設等 

【セミナー参加費用】194,000 円/人（税別） 

＊参加費用には、航空チケット代（5 回搭乗分、エコノミー）、ホテル代金（４泊分）、昼食 3 回、

夕食 4 回、現地交通費、企画費用、面接費用を含みます。 

＊複数名のご参加は可能です。 
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