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Results of hiring

students from abroad

With the expansion of multi-energy businesses accelerated by globalism, we actively hire students with a global

background. In recent years, we have hired those from Asia and they now thrive in business fields such as resource

trading.

Message to Students

Osaka Gas has built business locations in Singapore/Thailand/Indonesia, venturing into LNG trading, natural gas sales

business in the industrial market as well as energy service. Fulltime representatives in Southeastern Asia offices will

also participate. We do hope you will come to our booth!

About hiring

information

Selection Process Document screening => Group discussions in Japanese => In-person interview in Japanese (3-4 times)

Entry Sheet Deadline Mid April (TBD)

Recruiting

Information

Job type General Specialist Course

Job description

Osaka Gas promotes improvement/reform of the company's or organization's issues from a viewpoint of management

based on experiences in a wide range of business areas, broad vision, or personal network. We also pursue

improvement of expertise occasionally.

Work location
Japan, U.S., Australia, U.K., Singapore,

Thailand, Indonesia

Graduate with a Master's degree:  Monthly salary of

229,000 yen / University Graduate: Monthly salary of

203,000 yen (actual salary provided in April 2019)

Other allowances

Annual holidays:  122 days (Sundays, national

holidays, Saturdays, New Year's holiday, etc.),

paid leaves:  15-20 days, summer vacation,

childcare leaves

Students who will graduate/complete 4-year

university/graduate-school in a period from

April 2021 to March 2022

Japanese level

business intermediate

level(Equivalent to N1) Other Language

Level
Business-level English

business intermediate

level(Equivalent to N1)

Company

Profile

Business Description
1. Manufacturing, supply, and sale of gas / 2. Supply and sale of LPG / 3. Production, supply, and sale of electric power

/ 4. Sale of gas equipment / 5. Gas fitting order receipt /  6. Energy supply overseas, etc.

Location 4-1-2 Hiranomachi, Chuo-ku, Osaka

Overseas location U.S., Australia, U.K., Singapore, Thailand, Indonesia

Capital 132,166,000,000 yen 1,084,389,000,000 yen
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Beyond - Osaka Gas has gone beyond   Osaka Gas keeps going beyond

OSAKA　GAS　CO.,LTD. Energy

◎Established in ◎Number of Employees 1st Tokyo Stock Exchange

 ※including Executive Officers/Directors/ fixed-term employees; excluding employees on temporary assignment

1兆843億8,900万円　　

事業内容

メッセージ
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選考情報

採用情報

日本、アメリカ、オーストラリア、イギリス、シンガポー

ル、タイ、インドネシア

会社概要

１．ガスの製造、供給および販売 / ２．ＬＰＧの供給および販売 / ３．電力の発電、供給および販売 /

４．ガス機器の販売 / ５．ガス工事の受注 / ６．海外におけるエネルギー供給等

年間休日：122日（日曜日、祝日、土曜日、年末年始

等）、有給休暇：15～20日、夏季休暇、育児休暇等

ゼネラル・スペシャリストコース

幅広い業務領域での経験や、広い視野、人的ネットワークをベースに、経営的視点から会社や組織課題の改善・変革を推進しま

す。また、専門能力の向上を追求する場合もあります。

4年制大学・大学院を2021年4月～2022年3月

までに卒業・修了見込みの方
諸手当・待遇等

超えてゆこう  ~大阪ガスは超えてきた 大阪ガスは超え続ける~

東証一部

4月中旬（詳細未定）

募集職種

仕事内容

勤務地

グローバル×マルチエネルギー事業の拡大に伴い、グローバルを背景とした方の採用を積極的に行っています。近年はアジア圏出身

の方の採用を行い、資源トレーディング等の事業フィールドにて活躍いただいています。

シンガポール・タイ・インドネシアに拠点を設立し、LNGトレーディングや産業用市場での天然ガス販売事業やエネルギーサービス事

業を展開しています。東南アジア事務所駐在社員も参加予定です。是非ブースにお越しください！

外国人採用実績

書類選考⇒日本語でのグループディスカッション⇒日本語での個別面接（3回～4回）選考プロセス

エントリー締切

大阪ガス株式会社

日本語レベル その他言語レベル 英語ビジネスレベル
ビジネス上級レベル（N1上級相当）

ビジネス上級レベル（N1上級相当）

本社所在地

資本金

大阪市中央区平野四丁目1番2号

修士了 月給22万9,000円 / 学部卒 月給20

万3,000円（2019年4月実績）

エネルギー

5,271名（執行役員・理事・嘱託含む、出向除く）

海外拠点 アメリカ、オーストラリア、イギリス、シンガポール、タイ、インドネシア

1,321億6,666万円

http://www.osakagas.co.jp/Recruit/index.html
http://www.osakagas.co.jp/Recruit/index.html

