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クラシファイド

護士術

護士術

Law Office of D. J. Jones PLLC
DC/MD/NY護士術業移本後応
法経語経事語フスリャ●務
202-750-4637 joe@djjon.es

吉岡咲子
法経●
Family & Employment Cases
9219 Katy Freeway, Suite 267
Houston, TX 77024
832-680-7289 Office
866-592-1134 Fax
sakiko@syoshiokalaw.com

ャグルン
ピアノレッスン生徒募集中！
KUBOTA MUSIC STUDIO
KubotaMusicStudio.com
KubotaMusicStudio@gmail.com

↓全米の最新お仕事情報↓

www.iiicareer.com

DCエリア
(MD) 日系シンクタンク
イベルデマル
$30-35K
(MD) 日系製造業
製造作理３
$12/hr
(DC)
ラニセウンイベルデマル $50-58K
(DC) 旅行会社
ガレィン ャミカマイャガ$24K(VA) 引越業
員引 シルニセリルエ $30-40K
(VA) 保険業
ウャエネルベルフャ
$30K
D.C.オフィス
連絡先：571-384-7117
dc@iiicareer.com

NY&NJ・エリア
(NY) IT
Help Desk Manager
-$100K
Great Plains Engineer -$100K
Project Manager
$80-90K
Helpdesk Support
$45-80K
System Analyst
$75-85K
Cloud Operation Sales Asst. $40-50K
Sales Rep.
$40-50K
(NY) 会計事務所
Sr. Associate (Tax) $70-100K
Associate (Tax)
$60-80K
(NY,NJ) 貿易
Import Export
$40-50K
(NJ) メーカー
Accounting/Admin
$45K
(NJ)リテール
Store Manager
$45-50K
NY／NJオフィス
連絡先：212-391-9111
ny@iiicareer.com

ヒューストン・エリア
(ヒューストン) 特殊鋼メーカー
タルンャ・OPT保持月隔望

$40-42K
(ヒューストン)
Logistics
$38K(エルパソ) 車両部品製造業
ドジガイル、ィン民管月・将来
ネリルスマル、ィン
$45K
(ヒューストン・ダウンタウン) 商社
タルンャバカャエジガ
$43K
(ヒューストン)商社
弁営業
$20/hr(ヒューストン) メーカー
タルンャネリルスマル
$60K
(ラレド)
バコしェ弁営
DOE
ヒューストンオフィス
連絡先：713-297-8856
txsales@iiicareer.com

ダラス・エリア
(ダラス) 航空
Aircraft Service Engineer $80-150K
System Procurement $50-80K
(ダラス) 建設不動産投資
Asset Manager
$70-150K
Branch Office Manager
$50-75K
Superintendent
$50-70K
(ダラス) 弁護士
Attorne
$60~120K (越相談)
(ダラス) IT企業
Human Resource
$50-75K
Network Engineer
$60-70K
Project Manager
$60-100K
Systems Engineer
$60-80K
ダラス (Business Partner)
Gephyro Consulting
連絡先：469-394-6728
dallas@iiicareer.com
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さくら新聞をご愛読の皆様、
広告主の皆様
日頃ご愛読、ご愛顧いただき誠
にありがとうございます。
このたびの新型コロナウィルス感
染拡大の影響により、新聞を通常
通り配達できる状態ではないと判
断し、４月よりしばらくの間休刊
させていただきます。ご不便をお
かけいたしますが何卒ご理解・ご
支援の程、よろしくお願いいたし
ます。
さくら新聞

発行人
藤原昌人

$40-60K
$60-75K
$65-95K

アトランタオフィス
連絡先：770-392-9111
atl@iiicareer.com

シンシナティ・エリア
(KY)日系自動車関連製造業
トジベトコ/バチガベトコタルンャ
(サトイジアン)
$45-60K
(OH) 自動車関連製造業
品質者営 ネリルスマル $70-80K
(IN) 自動車関連
ドジスビバ・サトイジアン $60-80K
(KY) 自動車関連会社
サトイジアン技理業 $48-80K
(OH) 自動車関連
生産者営(サトイジアン $55-65K
(KY) 自動車関連
技理
$55-60K
(KY) 日系金融（バイリンガル）
クメセャネリルスマル $50K(MI) 製造業
Engineer
$40-60K
(MI)製造業 (サトイジアン)
Accounting staff
$45-70K
(MI)IT業界
Engineer
$40-60K
(MI)商社
Sales Engineer
$80-120K
(MI)製造業 (サトイジアン)
Administrative Assistant $35-45K
(MI)旅行会社
ガレィン シジベンエジガ$30-40K

アトランタ・エリア

シンシナティオフィス
連絡先：859-372-6660
midwest@iiicareer.com

(GA) 製造業
技理
$40-70K
(GA) 製造業
テメガチオバ ドジスビバ $50-75K
(GA) 製造業
民管 ネリルスマル
$50-60K
(GA) 製造業
ネルソペセジケネリルスマル $70-80K
(GA) 物流業
技理
$50-70K
(SC) 製造業
記買ネリルスマル
$70-85K

(IL) FA部品商社
Website Development $85-100K
Accounting Manager $85-95K
(IL) IT Business Service
Branch Manager
$95-125K
(IL/IN) 米系会計事務所
Sr. Manager
$110-$150K
(IL) FA部品関連商社
HR / Administrative Assistant $35-45K
(IL) 自動車関連製造業

号編集行気号

「さくら新聞」
休刊のお知らせ

電希民師
弁営ネリルスマル
(FL) 製造業
技理ネリルスラジガ

終わりはまだ見えない
 新型コロナウィルスの流行
は感染源の中国がピークを過
ぎたものの、イタリア、米国
と拡大は止まず、学校は休
校、個人の活動も制限され、
経済活動は大幅に低下。重症
化する高齢者や既往症の人た
ちをいかに救うかになってい
ます。今後はせっけんすら満
足にないアフリカの最貧国な
どへの拡大が懸念されていま
す。一方でアマゾンやウォル
マートは臨時雇用を数万人単
位で増やしています。トラン
プ政権も一人１２００ドルの
支給を含む総額２兆ドルの支
出を決めました。世界大不況
は回避されるでしょうか。
（編集長・武末幸繁）

シカゴ・エリア

QA/Safety assistant
$38-42K
(IN) FA関連商社
Accounting Assistant $35-40K
(IN) FA関連商社
Sales Coordinator
$45-60K
シカゴオフィス
連絡先：847-592-7055
chicago@iiicareer.com

ロサンゼルス・エリア
(LA) 会計事務所
Tax, Auditor
(LA) 食品業界
Account Executive
(LA) 旅行業界
Assist. Account Mgr.
(LA) サービス業界
Outside Sales
(LA) IT業界
Tech Support Egnr.

$45-70K
$45-60K
-$55K
$40-50K
$40-60K

ロサンゼルスオフィス
連絡先：310-414-9111
lajobs@iiicareer.com

シリコンバレー・エリア
(SV) ロジステックス
Export Agent
$35-50K
(SV) バイオ関連
Account Coordinator
$40-45K
(SV) 製造業
Inside Sales Assistant $40-45K
(SV) 商社
Administrative Assistant
$45-55K
(SF) 製造業
Office Manager
$80K
(SV) 製造業
Marketing Assistant
$40K
(SF) IT関連会社
IT Sales
$40-60K
IT Engineer
$50-80K
(SJ) 製造業
Sales
$60-100K
(SJ) 食品関係
Sales
$43-45K
シリコンバレーオフィス
連絡先：408-973-7890
sv@iiicareer.com

