
相談無料 秘匿厳守 三者通話直訳サポー困」
せいかつ かん

•生活サポート •VISA に関するサポート
にほんごがくしゅう ろうむかんり

9 •日本語学習サポート・労務管理サポート． ,. 
ぎ

にほんこ むすか

日本語が難しい！
こよう けいやくしよ ない よう

雇用契約書の内容がわからない！

かいこぷんや つか に ほ ん こ

介護分野でよく使う日本語テキストはありますか？

かぞく 公家族を呼び寄せたいですが、っのVISAで
みと

認められますか？

せんもんか たいおう

専門家とバイリンガルスタッフが対応します！
そうだん

ひとりでなやまないで、相談してくださいね！
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忙
応
じ
時

a
対
閂
日

忙
応
奎
aCI

5

対公＿＿
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月・火・木（平日のみ）

9:30-18 :oo 

日本語英語 中国語 インドネシア語

ベトナム語 タガログ語 タイ語

ネパール語 ミャンマー語

クメール語 モンゴル語

一
置
回
虚
1
回

JiCWELS 
ホームページ https://jicwels.or.jp/fcw/soudan 



FREE CONSULTATION SERVICES SUPORTA NG KONSALTASYON PARA SA MGA 
FOR FOREIGN CARE WORKERS FOREIGN CARE WORKERS (WALANG BAYAD} 

◇Free consultation 

◇Confidentiality 

◇Three-way call (Interpretation Service) 

• Daily life• VISA 

• Learning Japanese • Labor 

Please feel free to ask our specialists 

and bilingual staffs! 

臨 .,0120-118-370
Monday • Tuesday • Thursday (Weekdays only) 

9:30~18:00 

JlCWELS 

痴 h和玩中l虫 l{6やhl

甜合：乎戸叩丘嘩

◇合 ：野芍屯叩t◇J|＼u如 dl

碕芍不（可布ヤ同守益）

• ;;fl叫 l叫守・冠亨
・可可オ印可印知中）呻亨

・叩四可口畔

痴て痴匂亨ポ

和匝転苺亨呻＃峨高d|31紐

臨0120-118-370
寸• AJIddl{・負（ 字祠距叩）

9:30~18:00 ． 
JlCWELS 

KONSUL TASI GRATIS 
UNTUK PERAWAT ASING 

◇Tidak dipungut biaya 

◇Rahasia terjamin 

◇Panggilan telepon 3 arah 

(Tersedia penerjemah) 

• Kehidupan sehari-hari • VISA 
• Pembelajaran bahasa Jepang 

• Ketenagaker jaan 

Para ahli dan staf bilingual siap membantu anda! 

Jangan ragu untuk menghubungi kami! 

臨 .,0120-118-370
Sen in • Selasa • Ka mis (Hanya di hari ker ja) 

9: 30~ 18: 00 

JiCWELS 

英語 タガログ語 クメール語

ネパール語 ミャンマー屋 モンゴル語

インドネシア目 ベトナム語 タイ語

JiCWELS 

◇Walang bayad para sa konsultasyon 

◇Ligtas na privacy 

◇Tawag thru tinawagan, counselor at interpretor 

(Interpretation service) 

• Kabuhayan • VISA 
• Tulong sa pag-aaral ng Japanese 
• Personnel/Labour management 

Pakitanong na lang po sa aming 

specilalists at bilingual staffs! 

臨 .,0120-118-370
Lunes • Martes • Huwebes (Weekdays only) 

9: 30~ 18: 00 

J!CWELS 

玉 ：炉丑：匹叩吟西呼唖：中：の
咲匹：守ヰ咬G屯呵呼窃o泌立ゃ吟():歴：
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•O)：母ゃ呼神のGO沿呟叩：Gu：座：
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占号五 茫m切如ゅ号：咽碍G五炒：屹 I

喝全：8ふ年(Y)OG西巧琴嘩：合呼号

臨 .,0120-118-370
叫 心呼っ ふ令・邑心U匹：G令(")ふg紐 ）

9:30~18:00 

JlCWELS 

HO TRQ TU'VAN MIEN PHI CHO NHAN 
VIEN CHAM s6c NGU'OI NU'(JC NGOAI 

◇TU'van mi~n phi 
◇Bao m$t thong tin 

◇Cu(>c gQi ba ngU'むi(Hi¥ trQ'thong d!ch) 

• H6 trq cu(>c s6ng • H6 trq lien quan vもVISA
• H6 trq h<;>c t~p ti€!ng Nh~t 
• H6 trq quan ly lao d(>ng 

Chuyen gia va nhiin vien song ng(j,se ho trg ! 

Dll'ng phiもnnao m<)t minh, hay lien l<1c dもdlYOCtuv合nl

臨 .,0120-118-370
Thll'hai • Thll'ba • Thll'nam (Chi ngay thlJ'ang) 

9: 30~ 18: 00 ． 
JlCWELS 

がいこくじんかいごじんざいむりょうそうだん

外国人介護人材無料相談サポート

そうだんむりょう ひみつげんしゅ

◇相談無料 ◇秘密厳守
さんしゃつうわ つうやく

◇三者通話（通訳サポート）

せいかつ かん

•生活サポート・ VISA に関するサポート
にほんごがくしゅう ろうむかんリ

・日本語学習サポート・労務管理サポート

せんもんか

専門家とバイリンガルスタッフが椅底うします！
そうだん

ひとりでなやまないで、相談してくださいね！

臨 .,0120-118-370
月 ・火 ・木（平日のみ）

9:30~18:00 

JlCWELS 
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那i疇吟細幽和匹叩！

愕岬呻罰立吟贔炉望伽呵！

函0120-118-370 .. ". 硝呼舟 呼11• lglfltfl叫百（頭t成が恥亦咽 ：）
9:30~18:00 ． 
JlCWELS 
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◇yH3 Ten6epryh 3eBne「eaerex 

◇Hyyl..lbl四 aHAnaHxaA「anax

◇「ypeaHranaac xon6o「AO氷 9pmnuax

(Op'-iyyna~叫H A3M氾 13「)

•AMbAP8JlblH A3MJKJ13「•B1,13叫H Tyxai A3MJKJ13「

•月noH X3Jl cypax Tyxai'.1 A3M)KJ13「

•XeA8J1Mep叫H MeHeJKM8HT而HA3M)KJ13「

M3pゆ仰nTHYYA6on0HxobpX3nT3ialKHnTHyyAA3M如 3「y3yyn3H31

「aH~aapaa 30BOX xapa「ryh,5HA3HT3i xon60「11oopo~1

臨 ..0120-118-370 
且a0aa•M可Map•nyp3B(38BX8H a)KJlblH 8.QPVVAl 

9: 30~ 18: 00 ． 
JlCWELS 
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臨..0120-118-370 
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9: 30~ 18: 00 

JlCWELS 

外国人炉理人オ免要盗洵支援

◇免喪盗洵

◇戸守秘密

◇三者通活（翻洋支援）

•生活支援・芙子笠iiE支援
・日涯学刃支援

・芳努管理支援

寺家和双悟人民将携手合作！

＿↑人不用煩惜，清随肘盗洵我{i]。

臨 ..0120-118-370 
星期ー ・星期ニ ・星期四（只有工作日）

9:30~18:00 

JlCWELS 


