
日本国内応募者リスト(令和３年4月現在)

１．農業 2021/4/26

順番 名前 年齢 性別 職種・資格 ビザ種類 その他

農1 HUY 40 男 耕種 特定技能1号

農2 GIANG 28 男 耕種 特定活動

農3 DAT 27 男 耕種 特定活動 動画あり

農4 HOAN 22 男 耕種 特定活動 動画あり

農5 THAM 30 女 耕種 特定活動

農6 CHI 28 男 耕種 特定活動

農7 TIEN 31 男 耕種 特定活動

農8 HA 34 女 耕種 技能実習生3号

New! 農9 THIEN 男 耕種 技能実習生

New! 農10 AN 男 耕種 技能実習生

２．建設業

順番 名前 年齢 性別 職種・資格 ビザ種類 その他

建1 LIEM 31 男 建設塗装作業 随時 3 級合格 技能実習生

建2 HUNG 35 男 建設塗装作業 随時 3 級合格 技能実習生 動画あり

建3 TOAN 29 男 内装仕上げ(ボード仕上げ)　3級　 技能実習生

建4 CUONG 24 男 基礎2級表装技能士 技能実習生

建5 HIEU 26 男 とび・専門級 技能実習生・特定活動

建6 DAT 27 男 とび・専門級 技能実習生・特定活動

建7 THICH 27 男 技能実習生鉄筋３級合格 技能実習生

建8 HOANG 23 男 技能実習生鉄筋3級合格 技能実習生

建9 CUONG 32 男 半自動溶接3級専門級実技 合格 技能実習生

建10 MAN 27 男 半自動溶接3級専門級実技 合格 技能実習生

New! 建11 BAC 30 男 大工・3級 技能実習生３号

New! 建12 CONG 男 溶接 技能実習生

New! 建13 DUONG 男 内装仕上げ 技能実習生

New! 建14 THAI 26 男 内装仕上げ・3級 技能実習生・特定活動

New! 建15 THANG 25 男 大工・随時3級 技能実習生

New! 建16 HAU 男 内装仕上げ・修了証明書 技能実習生・特定活動

３．ビルクリーニング業

順番 名前 年齢 性別 職種・資格 ビザ種類 その他

ビ1 VAN 30 女 ビルクリーニング作業試験 取得 技能実習生 N3保有　動画あり

ビ2 PHUONG 23 女 ビルクリーニング作業試験 取得 技能実習生 N4保有

ビ3 QUYNH 22 女 技能実習生専門級 技能実習生

ビ4 TIEN 34 女 随時３級 技能実習生

ビ5 GIANG 35 女 随時3級 技能実習生

ビ6 HUYEN 35 女 3級技能検定合格 技能実習生

ビ7 TO 32 女 3級技能検定合格 技能実習生

ビ8 TRANG 24 女 3級技能検定合格 技能実習生

ビ9 TRANG 32 女 随時3級　 技能実習生

New! ビ10 DUNG 22 女 随時3級+特定技能介護 技能実習生 N2

New! ビ11 HUYEN 20 女 随時3級　 特定介護



４．外食業

順番 名前 年齢 性別 職種・資格 ビザ種類 その他

外1 AN 24 男 外食業試験合格者 特定活動 N2保有　動画あり

外2 DUC 26 男 外食業試験合格者 学生 N3保有

外3 HIEU 31 男 外食業試験合格者 学生 N4保有

外4 MINH 23 男 外食業試験合格者 学生 N3保有　動画あり

New! 外5 AN 23 女 外食業試験合格者 技能実習生2号 N3保有

New! 外6 THUY 24 女 外食業試験合格者 留学生・特定活動 N3保有

New! 外7 CUNG 23 男 外食業試験合格者 技能実習生2号

New! 外8 PHAT 23 男 外食業試験合格者 技能実習生3号

５.飲食料品製造業

順番 名前 年齢 性別 職種・資格 ビザ種類 その他

飲1 THOA 32 女 惣菜製造業技能評価試験実技試験合格 技能実習生・特定活動

飲2 HUONG 34 女 惣菜製造業技能評価試験実技試験合格 技能実習生・特定活動 動画あり

飲3 DIU 28 女 惣菜製造業技能評価試験実技試験合格 技能実習生・特定活動 動画あり

New! 飲4 CHUC 31 女 特定技能1号・食品製造業合格 技能実習生・特定活動

New! 飲5 NGOC 24 女 惣菜製造業技能評価試験実技試験合格 技能実習生2号

New! 飲6 LINH 21 女 特定技能1号・食品製造業合格 技能実習生2号

New! 飲7 ANH 21 女 特定技能1号・食品製造業合格 技能実習生2号

New! 飲8 DUYEN 34 女 惣菜製造業技能評価試験実技試験合格 技能実習生3号

New! 飲9 HUYEN 34 女 特定技能1号・食品製造業合格 技能実習生3号

New! 飲10 NGAN 26 女 惣菜製造業技能評価試験実技試験合格 技能実習生2号

New! 飲11 THAM 27 女 惣菜製造業技能評価試験実技試験合格 技能実習生3号


