
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

スウェーデンキャリアフェア 2017 
 

スウェーデン大使館主催 

12 月 13 日 (水) 15:00 – 19:00 (開場 14:30)  



 

 

 

Welcome to Sweden Career Fair 2017 
 

この度は「スウェーデン・キャリア・フェア 2017」にご来場いただきまして、誠にありがとうございま

す。スウェーデン発のグローバル企業を一堂に会してのフェアは毎年ご好評をいただいており、お

陰様で 4 回目を迎えることができました。 

セミナー及び各企業展示ブースでは、スウェーデン企業での職務内容やキャリアパス等をご紹介

し、各企業担当者と一対一でオープンに交流できる場をご提供いたします。スウェーデン企業

は、フラットで風通しの良い組織風土や男女平等、そしてワークライフバランスの取りやすさで知

られています。是非、各企業担当者と積極的にお話しいただいて、スウェーデン企業の魅力を

見つけてみてください。 

また、スウェーデン文化もお楽しみいただけるように、アットホームなクリスマス仕様の会場をご用

意しております。スウェーデンのクリスマスや留学に関するセミナーも開催いたしますので、奮ってご

参加ください。 

本フェアをきっかけに皆様にスウェーデンを少しでも近くに感じていただき、皆様の輝かしい未来を

形作る選択肢の一つとして、スウェーデン企業におけるキャリアをご検討いただけますと大変嬉し

く思います。 

来年は、日本とスウェーデンの外交樹立 150 周年を迎えます。キャリアを通じて、日本・スウェー

デン間における交流が今後一層深まることを願っております。 

スウェーデン大使館  

商務部 

商務参事官 

Cecilia Leiram  



 

 

🕒SEMINAR SCHEDULE    

 
🎄クリスマスカフェ Sponsored by 
               
 

今年も、スウェーデン名物のホットワインとジンジャーブレッドクッキーを楽しめる「クリスマスカフェ sponsored by 

EF」がオープンします。北欧で長く愛されるクリスマスの味を楽しみながら、参加企業の方々と交流を深めて

みてはいかがでしょうか？是非お立ち寄り下さい。 

 

 

今年も EF は、Education First (『教育を第一に』)という意味)の略で、1965 年に事業主であるバーティ

ル・ハルト氏により設立されました。EF は 15 の事業に分かれた私立の教育機関で、2 週間から参加でき

る語学研修コースから専門英語を学ぶマスターコース、試験準備コース、インターンシップコース、社会人専

門コースなど、様々なプログラムを提供しております。 

www.efjapan.co.jp 

 

①15:15 – 15:45 アルファ・ラバル株式会社 

②15:50 – 16:20 エリクソン・ジャパン株式会社 

③16:25 – 16:45 🎄クリスマス in スウェーデン(スウェーデン大使館) 

④16:50 – 17:20 UD トラックス株式会社 

⑤17:25 – 17:55 日本テトラパック株式会社 

⑥18:00 – 18:30 アトラスコプコ株式会社 

⑦18:35 – 18:55 スウェーデン留学セミナー(スウェーデン大使館) 

(Helena Wahlman/imagebank.sweden.se) 

http://www.efjapan.co.jp/


 
 

 

01. アトラスコプコ株式会社 

 

アトラスコプコはスウェーデンに本拠を置き、140 年以上の実績を持ち、 
180 ヶ国以上へ事業展開する世界規模の産業機械企業グループです。事業エリアは、コンプレッサー、
産業機器、真空機器、土木鉱山機械、建設機械、となります。 
URL : http://www.atlascopco.co.jp/jpja/  
 
住所 : 〒105-0014 東京都港区芝 2-13-4 住友不動産芝ビル 4, 11F 人事部  
電話 :  +81 (0)3 5765 7805 
E-mail : jpn.hr@jp.atlascopco.com  
本社 : 東京 
事業所 : 横浜、名古屋、川崎他 

 

サービスカテゴリー 

コンプレッサー、産業機器、真空機器、土木鉱山機械、建設機械 

 

代表的な製品・サービス 

当社はマルチブランドをあらゆる販売チャネルを通して、製品とサービスを提供しております。こちらは日本

国内で展開している、アトラスコプコグループ会社です。 

 

ブース紹介 

先輩社員との交流を通じて、アトラスコプコグループをこの機会にぜひ知っていただき、キャリアプランやキャ

リアパスなど具体的に描いていただければと思います。 

 

スウェーデン企業としての魅力 

持続可能性を意識し、常に革新的であることは、Atlas Copco 社の大きな強みです。また、

Diversity(ダイバーシティー)を重視する社風であり、キャリアを自分自身で切り開くチャンスがどなたにでも

用意されています。 

 

★学生のみなさんへメッセージ★ 

世界クラスの挑戦！/World Class Challenge！ 

アトラスコプコグループでの活動を多くの学生のみなさんに知っていただきたいと思っております。 

是非、ブースにお立ち寄りください 

 

 

 

http://www.atlascopco.co.jp/jpja/
mailto:jpn.hr@jp.atlascopco.com


 

 
 
02. アルファ・ラバル株式会社  
 

 
アルファ・ラバルは、様々な産業を支える熱交換、分離、流体制御のテクノロジーとサービスを通じて、食
品からエネルギーに至るまで、製造プロセスの最適化と省エネ・省資源、さらに海洋・地球環境保護に貢
献します。 
URL : http://www.alfalaval.jp 
 
住所 : 〒108-0075 東京都港区港南 2 丁目 12 番 23 号 明産高浜ビル 10 階 
電話 : 03-5462-2442 
Email : hp.alfajp@alfalaval.com   
本社 : 東京 
事業所 : 湘南、大阪、広島、名古屋 

 

サービスカテゴリー 

産業機器 

 

代表的な製品・サービス 

プレート式熱交換器は、当社の創業者グスタフ・デ・ラバルの発明品のひとつです。1 世紀以上を経て、

廃熱利用などその用途は拡がり続けています。海洋環境保護製品のバラスト水処理装置は、地球環

境保護に力を入れるアルファ・ラバルが、IMO 認定の第一号でした。普遍的な価値感とコアテクノロジー

に基づくイノベーションをたゆまず追求しています。 

 

ブース紹介 

普段目にすることはないけれど、安全な食品や心地よい空調、安定した電気の供給などを通じて暮らし

を支えているアルファ・ラバルのビジネスを分かりやすく紹介します。 

 

スウェーデン企業としての魅力 

創設者のグスタフ・デ・ラバルは、スウェーデンの発明家としても有名です。スウェーデンの歴史ある企業とし

て、オープン、フレンドリー、誠実などのスカンジナビア・スピリットを大切にしています。 

 

★学生のみなさんへメッセージ★ 

スウェーデン企業は数はそれほど多くありませんが、実は隠れた優良企業がたくさんあります。その秘密と

各参加企業の独自性に是非着目してください。アルファ・ラバルも皆さんとの出会いを楽しみにしていま

す。 

http://www.alfalaval.jp/
mailto:hp.alfajp@alfalaval.com


 

03. エリクソン・ジャパン株式会社 

 

「Networked Society」――人もモノも繋がるもの全てを繋げるというビジョンのもと、創立 140 周年。エ
リクソンは世界のモバイルネットワークの 40％を有し、それを梃に IoT やクラウドなどデジタルインフラ領域
ビジネスの進化をリードしている ICT カンパニーです。 
URL : http://www.ericsson.com/jp  
 
住所 : 〒105-0021 東京都港区東新橋 2 丁目 3 番 17 号  
電話 : N/A 
Email : 人事本部 新卒採用チーム recruiting-new.nrj@ericsson.com 
本社 : 東京 
事業所 : 横浜、仙台 
 
サービスカテゴリー 
モバイルネットワーク機器の開発と展開、クラウドインフラ関連、IT ソリューション、デジタル TV 等、メディア
インフラソリューション、IoT、インダストリ関連デジタルソリューション 
 

代表的な製品・サービス 

ＶＲやリアルタイムなどを実現する鍵であるネットワーク「５Ｇ」の開発において、業界で No.1 のリードを

とっています。自社で開発した機器およびテクノロジーを、お客様の要求に合わせて付加価値をつけた導

入コンサルサービスを展開しています。 

 

ブース紹介 

自由、オープン、多様性あるコラボレーション文化。日本にいながらグローバルな社風であることを感じ取っ

てください。進化し続けるグローバル環境で働くことが自身のプロとしての成長につながること、また私たちが

実現しようとしてる「ネットワーク社会」ビジョンがどのようなコンセプトなのかを知ることができます。 

 

スウェーデン企業としての魅力 

ストックホルムで創立以来、140 年間革新的な技術で常に通信の進化をリード、世界のモバイル端末ネ

ットワークの約 40％がエリクソン製となった現在、180 カ国にて 116,000 人の社員が One-ICT カンパニ

ーとして国境を越えたコラボレーションを展開しています。スウェーデン本社かどうか関係なく、常にフラットで

オープンな協業姿勢は、あなたが世界のどこにいようが積極的に関わりあえることを保証します。仕事を通

して世界中の仲間とつながる―これもエリクソンが掲げる「Networked Society」のひとつの形です。 

 

★学生のみなさんへメッセージ★ 

最初の一歩を踏み出すことが最も革新的な成功体験だとエリクソンは信じています。ブースにいる社員達

に、気軽に声をかけて話を聞いてみてください。積極的な質問をお待ちしています！ 

http://www.ericsson.com/jp
mailto:recruiting-new.nrj@ericsson.com


 

 

04. 日本テトラパック株式会社 

 
テトラパックは「食品の安全を支え、世界のどこでも人々が安心して利用できるよう取り組む」ことをビジョ
ンに掲げ、食品の加工処理と紙容器の充填包装において世界をリードするスウェーデン発祥の外資系企
業です。 
URL : http://www.tetrapak.com/jp 
 
住所 : 〒102-0071  東京都千代田区富士見 2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム 
電話 : 03-5211-2020 
Email : mami.toh@tetrapak.com 
本社 : 東京 飯田橋 
事業所 : 御殿場、大宮、札幌、つくば、名古屋、神戸、福岡 

 

サービスカテゴリー 

飲料・食品用紙容器の包装材印刷・加工、各紙容器の特長に応じた充填包装機械の提供、 

容器に付属するストローやキャップに関わる外包装機などの提供、食品の加工処理機器の提供、 

上記に関する技術サービスとトレーニングの提供 

 

代表的な製品・サービス 

テトラパックは世界で初めてアセプティック技術を開発し、飲料用紙容器業界に革命を起こしました。現

在もキャップ付き紙容器など、革新的な新商品を市場に導入し続けています。 
 

ブース紹介 

私たちが世に生み出してきた様々な容器をブースにご用意してお待ちしております。ぜひテトラパックの高い

技術力をご覧ください。 
 

スウェーデン企業としての魅力 

環境意識の高いスウェーデン発祥の会社として、私たちも FSC（Forest Stewardship Council）認証

商品の拡大や紙容器のリサイクル活動推進に積極的に取り組んでいます。また、社内の風土やカルチャ

ーも北欧らしくオープンで、社員を何よりも大切な財産と考えています。 

 

★学生のみなさんへメッセージ★ 

テトラパックは 170 カ国以上で事業を展開し、世界という大きな舞台で活躍できるチャンスが用意されて

います。また、私たちが手掛けているのは、人々の生活にとても身近なものです。自分が携わった商品がコ

ンビニやスーパーに並ぶので、大きなやりがいを得ることができるでしょう。テトラパックでは多彩な活躍のフィ

ールドが用意されているので、必ずや皆さんの好奇心を満たすことができるはず。ぜひブースにお越しいただ

き、テトラパックの魅力に触れてみてください。 

 

http://www.tetrapak.com/jp
mailto:mami.toh@tetrapak.com


 

05. UD トラックス株式会社 (Volvo グループ) 

 

Volvo Group はトラック、バス、建設機械、船舶・産業用エンジンの世界的メーカーです。UD トラックス
は 2007 年に Volvo Group の一員となり、世界中の同僚と技術や知識を共有しながら、世界で活躍
する製品やサービスを提供しております。 
URL : http://www.udtrucks.com/ja-jp/home 
 
住所 : 〒362-8523  埼玉県上尾市大字壱丁目 1 番地   
電話 : 048-612-9852   
Email : UD.Recruit@volvo.com   
本社 : 埼玉県上尾市  
事業所 : 群馬県太田市など 

 

サービスカテゴリー 

大型・中型トラックの開発、製造、販売、ディーゼルエンジンや自動車用部品の製造、販売など 

 

代表的な製品・サービス 

優れた技術力と強固な販売ネットワークをベースに、トラックおよびエンジンの製造・販売を行っています。 

大型トラック "Quon"には、数百にのぼる進化が秘められています。「輸送効率の最大化」にこだわって磨

きをかけた Quon シリーズは、クラス最高レベルの燃費性能、進化した積載性能、そして業界トップクラス

の安全性能を誇ります。 

 

ブース紹介 

会社概要、採用情報、インターンシップなどをお伝えいたします。パンフレットも用意しておりますので、お気

軽にお立ち寄り下さい。 

 

スウェーデン企業としての魅力 

Volvo はスウェーデンのヨーテボリに誕生し、スウェーデンの気候や地形など、過酷な条件にも耐えうる安全

で高い品質の自動車製造を目指し、乗用車やトラックが完成いたしました。現在、Volvo Group は世

界中のトラックマーケットと最新技術を視野に入れながら、世界各国の拠点のプロフェッショナルたちと連

携し、意見を交換しながら製品やサービスの提供を行っております。 

 

★学生のみなさんへメッセージ★ 

当社には、多様な国籍の社員が在籍しており、多様な価値観を持った仲間が意見を交換しながら、同

じ目標に向かって仕事に取り組んでいくという企業文化があります。 ＵＤトラックスは、Volvo Group

の一員として、グローバルに活躍できるフィールドがあります。私たちと一緒に環境や物流に貢献しつづける

企業を目指し、革新していきましょう。 

http://www.udtrucks.com/ja-jp/home
mailto:UD.Recruit@volvo.com

