
求人情報 

事業内容 

サンディエゴダウンタウンにある洋服や雑貨を販売しているショップと

なります。サンディゴ内に数点店舗があり、今回、インターンを募集して

いる店舗はサンディエゴダウンタウンの Seaport Village という港町の

中にあり、観光客の方が多く訪れる有名な観光スポットです。有名観光

地ですので、様々な国からの観光客が多く、英語でのコミュニケーショ

ンが必要となります。 

業種 アパレル 

職種 販売・接客 一般事務 カスタマーサービス その他  

国名 アメリカ   

都市名 サンディエゴ   

エリア名 ダウンタウン 

企業種別 米系企業 

募集人数 1名 

期間 3 ヶ月未満,    

給与 無給 

語学力 Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 （1）ショップでの顧客対応 （2）商品管理等 

応募条件 

（1）インターンシップ参加に意欲的な方 （2）中級以上の英語力をお持

ちの方 （3）様々な国からの観光客の方と英語でのコミュニケーション

が取れる方 

会社設立  

企業規模 6〜15名 

インターン生の受入実績 あり 

言語使用比率 - 日本語 5% 

言語使用比率 - 英語 95% 

その他言語 一部スペイン語 

英語（またはその他言語）

の使用機会 

観光地ですので、様々な国のお客様の対応を行いますので、基本的

には英語でのコミュニケーションとなります。 



 

求人情報 

事業内容 

サンディエゴの日系コミュニティー情報を集めたフリーペーパーの「ゆう

ゆう」を隔週で発刊している。 3年前からはサンディエゴの情報誌とし

て、「Pocket San Diego」も発刊。 最新版の Pocket San Diegoは日本

の Amazonで販売されている。  

業種 メディア・出版 

職種 一般事務 WEBデザイナー その他デザイナー  

国名 アメリカ   

都市名 サンディエゴ   

エリア名 サンディエゴ郊外(アジアンタウン) 

企業種別 日系企業 

募集人数 1 

期間 3 ヶ月未満,    

給与  

語学力 Basic to Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 
サンディエゴのイベント情報の収集、広告記事の作成、広告デザイン、

その他一般事務。 

応募条件 
文章を書くのが好きな方や得意な方、イラストレーターやフォロショップ

などのデザインソフトが使える方 

会社設立 1987 

企業規模 2〜5名 

インターン生の受入実績 あり 

言語使用比率 - 日本語 80 

言語使用比率 - 英語 20 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 

スタッフの方とのコミュニケーションは全て日本語ですが、英語情報の

リサーチや翻訳業務などで英語を使います。 

 



求人情報 

事業内容 

サンディエゴ動物園や様々なミュージアムのあるバルボアパーク内に

て、日本文化を学ぶ様々なクラスや日本文化を伝えるイベント、日本芸

術を伝える展示会、日本式の挙式などを運営している NPOの日本庭

園です。 

業種 その他 

職種 販売・接客 一般事務 企画・運営・編集 その他  

国名 アメリカ   

都市名 サンディエゴ   

エリア名 ダウンタウン近郊 

企業種別 N/A 

募集人数 1 

期間 3 ヶ月未満,    

給与  

語学力 Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 
日本文化クラスの運営サポート、日本文化イベントの運営サポート、園

内での顧客対応、英訳・和訳作業、その他一般事務 

応募条件 
日本文化を現地の方々に伝えたいという想いを持ち、最低限の英語コ

ミュニケーション能力を持っている方 

会社設立 1991 

企業規模 6〜15名 

インターン生の受入実績 あり 

言語使用比率 - 日本語 25 

言語使用比率 - 英語 75 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 

スタッフの方々は日系人や日本文化が好きなアメリカ人の方々なの

で、オフィス内でのコミュニケーションはほぼ英語の環境です。日本文

化のクラスやイベントでは日本人の講師やボランティアスタッフの方々

もいらっしゃるので、日本語でのコミュニケーションも一部使用します。 



求人情報 

事業内容 

サンディエゴとサンフランシスコに複数の長期滞在型のレジデンスを運

営。 様々な英語学校と提携しているため、滞在者の多くは世界各国の

留学生。 

業種 ホテル・旅行 

職種 販売・接客 一般事務 その他  

国名 アメリカ   

都市名 サンディエゴ   

エリア名 ダウンタウン 

企業種別 日系企業 

募集人数 1 

期間 3 ヶ月未満,    

給与  

語学力  

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 
フロントでの接客と滞在者のサポート業務がメインですが、一般事務や

施設管理などにも取り組んで頂きます。 

応募条件 
笑顔で前向きにコミュニケーションが取れる方。 最低限の英語コミュニ

ケーション能力を持っている方。 

会社設立 2000 

企業規模 16〜25名 

インターン生の受入実績 あり 

言語使用比率 - 日本語 20 

言語使用比率 - 英語 80 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 

オーナーとマネージャーは日本人ですが、その他のスタッフは全てアメ

リカ人なので、業務中のコミュニケーションはほぼ英語。滞在者の方々

との接客に関してもほぼ英語の環境です。 

 

 



求人情報 

事業内容 

シアトルを拠点に 37000件以上のドメインをサポートしているウエブホ

スティング、またインターネットアプリケーションやウエブデベロップメン

トを行っている会社です。 日米両方のクライアント向けにウエブサイト

と E メールホスティング、ウエブサイトの開発、E メールマーケティン

グ、QR コードなど自社で開発した様々なインターネットのサービスを提

供しています。 

業種 IT企業 

職種 一般事務  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス  サンディエゴ  シアトル   

エリア名 サンディエゴ、シアトル、トーランス 

企業種別 日系企業 

募集人数 若干名 

期間 3 ヶ月未満,    

給与 NA 

語学力 Basic 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 
主に、マーケティング、セールス部門のリサーチや資料作成、入力作

業を行っていただきます。  

応募条件 (1)やる気のある方 (2)海外にある企業で実務体験したい方 

会社設立 1987年 

企業規模 26〜50名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 80％ 

言語使用比率 - 英語 20％ 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
日本語での業務が主となり、部分的に英語を使用します。 

 


