
求人情報 ID1068 

事業内容 

人材の確保を効率的に行い、幅広い分野で「価値ある人材を価値ある企業へ」をモットーに、

顧客のニーズを十分に認識し、高精度のネットワークを駆使し、企業と人材の架け橋として双

方に満足されるサービスの提供を行っている人材派遣会社です。 

業種 その他 

職種 販売・接客 マーケティング 一般事務 営業  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 トーランス 

企業種別 日系企業 

募集人数 1名 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,    

給与 無給 

語学力 Advance 

交通 
公共交通機関の利用が可能 

車があると便利 

仕事内容 

(1)候補者の方の Resume整理のファイリング・データ入力 (2)英語、日本語での SNSのアッ

プデート (3)候補者が面接に来られた際にロビーから会議室までのご案内 (4)簡単な電話応

対 (5)英語での企業サーチ 

応募条件 (1)明るく前向きで何事にも積極的な方 (2)英語でのコミュニケーション、読み、書きのできる方  

会社設立 2014 

企業規模 2〜5名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 30% 

言語使用比率 - 英語 70% 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 

 



 

求人情報 ID1079 

事業内容 

アメリカにて 20年以上、動物向けの医薬品を日本の獣医師の方々に販売している貿易会社

です。 日本国内で未承認の医薬品を含むアメリカの厳格な審査基準をクリアし、米国食品医

薬品局（FDA）の認可を受けた数多くの医薬品を取り扱っています。現在では、4,000件を超え

る日本国内の獣医師の先生方が利用されています。 

業種 貿易 

職種 一般事務  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 ウエストロサンゼルス 

企業種別 日系企業 

募集人数 1名 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,    

給与 無給 

語学力 Basic 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 
オフィス内の一般事務、雑務、書類発送補助、荷物発送補助、リサーチなどの様々な事務処

理を対応していただきます。 

応募条件 （1）やる気がある方 （2）動物が好きな方、獣医や医薬品に興味がある方は歓迎 

会社設立 1996年 

企業規模 2〜5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 
 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 

 



 

求人情報 ID1078 

事業内容 

日本、アメリカ、アジア、ヨーロッパと世界各地に拠点を置く繊維メーカー企業のロサンゼルス

オフィスです。クライアントはアパレルブランドやデザイナー、プロダクション、小売店まで幅広

く、扱う商品は糸やリボン、レース、ボタンなど、高品質なものを提供し、クライアントから高い

信頼を勝ち得ています。各地で行われる展示会にも積極的に参加し、アメリカ西海岸でのマ

ーケットを広げ続けています。 

業種 アパレル 

職種 販売・接客 一般事務 営業  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 ロサンゼルス 

企業種別 日系企業 

募集人数 1名 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,    

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）営業補佐としてリサーチアシスタント業務などのデスクワーク （2）商品、カタログ整理など

の一般雑務など （3）営業同行 （4）英語での電話対応 （5）受注・発注情報のアップデート 

応募条件 

（1）コミュニケーションが取れるレベルの英語力をお持ちの方 （2）インターンの志望動機がし

っかりと有る方 （3）服飾系の職歴は不問ですが、有れば歓迎 （4）アメリカのビジネスを学び

たいという意欲があり、真面目で素直に業務に取り組める方 ※インターン中は、ご自身のパ

ソコンをお持ちください。 

会社設立 2003年 

企業規模 101名以上 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 10% 

言語使用比率 - 英語 90% 

その他言語 あれば尚良し 

英語（またはその他言語）

の使用機会 
スタッフとのやり取り、対外的コミュニケーションはほとんど英語となります。 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 



求人情報 ID639 

事業内容 

お客様のニーズに応える多種オプショナルツアーを手がける、ロサンゼルスの旅行会社で

す。こちらの企業では、観光ツアー、空港送迎シャトル、プライベートチャーター、ＶＩＰサポー

ト、グループ旅行手配等をメインに行っていらっしゃいます。また、海外ウェディング、レンタル

携帯、国際宅急便正規代理店、通訳派遣などの事業も展開しています。 

業種 ホテル・旅行 

職種 販売・接客 カスタマーサービス 企画・運営・編集  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 ダウンタウン 

企業種別 日系企業 

募集人数 複数名 

期間 3 ヶ月未満,    

給与 無給 

語学力 Basic to Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 
ツアーアレンジ、日本のお客様とのメールでのやりとり、電話応対、現地でのホテルやレストラ

ンの予約、ショーやテーマパークのチケット手配が主なお仕事となります。 

応募条件 
旅行業界に強く興味を持つ方は大歓迎です。人当たりが良く、Word と Excelがしっかりと使え

る事が必要です。  

会社設立 1976年 

企業規模 6〜15名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 70% 

言語使用比率 - 英語 30% 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
現地のベンダーとのやり取りは英語が主になります。 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 

 

 



求人情報 ID1080 

事業内容 

2003年の創刊以来、東京とロサンゼルスの最新情報を満載し、ロサンゼルス・サンディエゴ・

ラスベガス・サンノゼ・フェニックスで生活している方々に向けて日本語無料情報誌を発行して

います。 また、トークショーなどの芸能イベントの他、マクロビや Japanese Food & Sake 

Festival等、食や文化についてのイベント企画・運営も行っています。 

業種 メディア・出版 

職種 マーケティング 一般事務 企画・運営・編集 営業 その他  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 トーランス 

企業種別 日系企業 

募集人数 1名 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,   N/A 

給与 無給 

語学力 Basic 

交通 
公共交通機関の利用が可能 

車があると便利 

仕事内容 
（1）クライアントへの営業や取材への同行 （2）リサーチ、マーケティングアシスタント （3）デ

ータ入力やファイリングなどのデスクワーク （4）一般雑務など 

応募条件 （1）インターン参加にに意欲的な方 （2）明るく、元気でやる気のある方  

会社設立 2003年 

企業規模 6〜15名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 90% 

言語使用比率 - 英語 10% 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
クライアントが日本人以外の場合。 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 

 

 



求人情報 ID1083 

事業内容 

2000年より、インターネットを通じて身近な人とのコミュニケーションを行っていくことを目的と

したオンライン交流広場を運営しているメディア会社で、ロサンゼルスを中止に現在は、アメリ

カ主要都市や日本を含むアジア圏など合わせて 20のコミュニケーションサイトがオープンし

ています。 コミュニケーションサイトの運営以外にも、インターネット広告サービス、サイトの企

画・開発・販売・運用・保守、Webサイト開発、コンサルティング業務、フリーペーパー発行、印

刷サービス、販促商品販売、無料電話番号地図検索サービスなど、インタ―ネットを活用した

様々なサービスをロサンゼルスから発信しています。 

業種 メディア・出版 

職種 マーケティング 一般事務 営業 その他  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 ハーバーシティ 

企業種別 日系企業 

募集人数 1名 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,    

給与 無給 

語学力 Basic 

交通 
公共交通機関の利用が可能 

車があると便利 

仕事内容 
（1）リサーチアシスタント （2）データ入力 （3）ウエブサイトの記事更新など （4）一般雑務な

ど 

応募条件 
（1）Word、Excelが使える方 （2）インターン参加にに意欲的な方 （3）明るく、元気でやる気

のある方  

会社設立 2000年 

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 70% 

言語使用比率 - 英語 30% 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 



求人情報 ID1084 

事業内容 
2010年 4月に設立された建築会社で、店舗やレストランなどのリテイル施設、オフィス設計、

一般住宅のリモデリングやデザインなど、幅広い分野でのプロジェクトを取り扱っています。 

業種 建築 

職種 一般事務 その他  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 トーランス 

企業種別 日系企業 

募集人数 1名 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,    

給与 無給 

語学力 Basic 

交通 
公共交通機関の利用が可能 

車があると便利 

仕事内容 
（1）データ入力やファイリングなどのデスクワーク  （2）一般雑務など （3）プロジェクトアシス

タント 

応募条件 
（1）建築関連専攻の方 （2）Auto CAD, Sketch up等の設計ソフトウエアが使える方尚良 （3）

インターン参加に意欲的な方  

会社設立 2010年 

企業規模 2〜5名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 70% 

言語使用比率 - 英語 30% 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 

 

 



求人情報 ID637 

事業内容 

カリフォルニア・マンハッタンビーチ、ハモサビーチ、ハワイワイキキにセレクトショップを展開

し、またオンラインサイトでもアメリカのアパレル商品の販売を行っているアパレル貿易会社で

す。全米、そして日本向けのネット販売も拡大を続けているベンチャー企業です。  

業種 アパレル 

職種 販売・接客  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 トーランス 

企業種別 米系企業 

募集人数 複数名 

期間 3 ヶ月未満,    

給与 無給 

語学力 Basic to Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 

商品の出荷や貿易業務全般のアシスタント業務を行っていただきます。 商品出荷にあたり梱

包作業や商品の検品業務も行っていただきますが、日本向けの輸出商品であり、またアパレ

ル会社のためこのような作業が多くなってきます。 ブログや SNSの更新等も行っていただくこ

ともございます。  

応募条件 アパレル業界に興味があり、Word、Excelが出来る方、積極性の有る方を募集致します。 

会社設立 2008年 

企業規模 6〜15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 
 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 

 

 



求人情報 ID55 

事業内容 

ロサンゼルスのダウンタウン・リトル東京にショップを構え、日本、アジア、ヨーロッパ諸国へゴ

ルフ用品を販売・輸出されている企業です。こちらの企業が取り扱われる商品は、最新のモデ

ルは勿論、数年前の手に入りにくいモデルもリーズナブルな価格にて販売しております。日本

の商社とも多く取引を行い、幅広いニーズに応えるべく、クオリティの高いゴルフ用品をアメリ

カ国外へ輸出しています。  

業種 小売り・卸売り 

職種 貿易事務  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

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 Basic to Intermediate 

交通 車があると便利 

仕事内容 

ゴルフ用品の輸出に関する業務全般を行って頂きます。日々、アメリカ国内から多くのゴルフ

用品が送られてくるので、それらの検品、運送業務等もあります。日本の商社・個人のお客様

への応対もあります。 

応募条件 
日常英会話程度の英語力は必要になります。PCスキルは、ワードとエクセルが使えれば問

題ありません。 

会社設立 1983年 

企業規模 6〜15名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 70％ 

言語使用比率 - 英語 30％ 

その他言語 N/A 

英語（またはその他言語）

の使用機会 
社内は日本語になりますが、社外は英語が多いです。 

就労ビザサポートの可能

性 
N/A 

 

 

 

 

 



求人情報 ID1217 

事業内容 

2002年創設以来、形のない「運送」という目に見えないサービスを日米のお客様へご提供し

ております。お客様へ安心してご利用頂く為に、日々様々な取り組みをしている成長中の企

業となります。  

業種 貿易 

職種 貿易事務 一般事務  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 トーランス 

企業種別 日系企業 

募集人数 1 

期間 3 ヶ月未満,    

給与 NA 

語学力 Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 お問い合わせのお客様の対応アシスタント、 事務作業、確認作業等 

応募条件  

会社設立 2002 

企業規模 6〜15名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 70 

言語使用比率 - 英語 30 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



求人情報 ID1212 

事業内容 

1983年設立以来、30年以上に渡り 10代からシニアの方々まで幅広い年齢層の方々にご満

足いただけるあらゆる言語留学のプログラムを提供してきました。現在世界 12カ国 27都市

で７言語（英語・フランス語・スペイン語・ドイツ語・イタリア語・中国語・アラビア語）を提供する

語学学校として業界をリードする存在です！  

業種 教育 

職種 販売・接客 マーケティング 一般事務  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 トーランス 

企業種別 海外企業 

募集人数 １ 

期間 3 ヶ月未満,    

給与 NA 

語学力 Basic to Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 語学学校 留学生の受け入れ、就学中の学生サポート、事務業務アシスタントなど 

応募条件 英語でのコミュニケーションが日常会話程度できる方。 

会社設立 1983 

企業規模 6〜15名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 10 

言語使用比率 - 英語 90 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
中国語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、韓国語 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 

 

 

 



求人情報 ID1038 

事業内容 

日本にて芸能プロダクション、マネジメント事業のほか、音楽、映画、演劇などの請負と運営、

テレビ番組等の企画制作などを行っており、日本でもトップ 5に入る一部上場総合エンターテ

イメント企業のアメリカ現地法人です。 アメリカ現地法人は 2014年 6月に設立されたばかり

ですが、日本のエンターテイメントコンテンツを海外に発信していくための拠点として設立され

ました。現在、日本国内だけでなく、中国や韓国、香港、シンガポールなどアジアにも拠点が

ありますが、今後は北米地区にもグローバルな展開を予定しています。  

業種 エンターテイメント 

職種 一般事務 その他  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 カルバーシティ 

企業種別 日系企業 

募集人数 2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 

オフィス内の業務全般（電話応対、接客応対、データ入力等)を行っていただきます。その他に

も翻訳業務、リサーチ業務やイベント実施のための各種手配（ロケ予約、滞在先や航空券な

ど）、また SNSの更新業務も行っていただきます。  

応募条件 (1)日常会話以上の英語力をお持ちの方 (2)やる気のある方！ 

会社設立 2014年 

企業規模 2〜5名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 50% 

言語使用比率 - 英語 50% 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 



求人情報 ID1073 

事業内容 

米国ビジネス界の新しい動向を捉え、調査に基づく分析を加えて、有益な価値のある情報と

して日本のクライアント企業に提供しているコンサルティング・リサーチ会社です。 従業員意

識調査プログラム、セミナー・講演（日本・米国）、米国視察・研修、調査・リポートなどの総合

的な企業支援サービスを日本の企業に向けて行っております。 

業種 コンサルティング 

職種 マーケティング 一般事務 コンサルタント その他  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名  

企業種別 日系企業 

募集人数 1名 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,    

給与 N/A 

語学力 Basic 

交通 
公共交通機関の利用が可能 

車があると便利 

仕事内容 
（1）データ入力、資料のファイリング （2）電話応対 （3）日本語でのチラシ作成 （4）SNSの

更新 （4）リサーチ 

応募条件 
（1）協調性があり、気配りのできる方 （2）日本語での対応がきちんとできる方 （3）インターン

シップ参加に意欲的な方 

会社設立 1982年 

企業規模 6〜15名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 70% 

言語使用比率 - 英語 30% 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
対外的なコミュニケーションの際に英語を使用するときがあります。 

就労ビザサポートの可能

性 
 

 

 

 

 

 

 



求人情報 ID1144 

事業内容 

中小企業様向けに日米間のビジネスの全般的なサポートサービスを提供しています。商習慣

の違い、市場の違いなど日本企業様がアメリカ市場でアメリカ企業とビジネスを行っていく上

で障害となり得る問題を共に解決していくためのコンサルティング業務を行っています。 主に

日本の企業向けのアメリカ進出サービスとして、アメリカ市場調査ツアー、展示会・販売店等

視察、アメリカ商品販売テストマーケティング、米国販売支援サービス、展示会出展サポート、

マーケティング支援、またアメリカ企業向けの日本への商品輸入サポートサービスとして、新

商品発掘の展示会同行サポート、アメリカ商品輸入仲介サポート、アメリカ商品 品質管理サ

ポートなどを主なサービスとして提供しています。 

業種 貿易 

職種 一般事務  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 トーランス 

企業種別 日系企業 

募集人数 1名 

期間 3 ヶ月未満,    

給与 無給 

語学力 Basic to Intermediate 

交通 
公共交通機関の利用が可能 

車があると便利 

仕事内容 

その時々により様々な業務を対応してもらいます。例えば、展示会出展の準備、クライアント

リストの作成、クライアントのウエブサイト制作、シッピング補助、インボイス発行補助などをや

っていただくことになります。 

応募条件 （1）やる気がある方 （2）日常会話レベルの英語力がある方 

会社設立 2002年 

企業規模 2〜5名 

インターン生の受入実績  

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 
スタッフのほとんどがアメリカ人になりますので、オフィスでは基本的には英語環境です。 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 



求人情報 ID1215 

事業内容 

訪日外国人向けツアーの企画、販売および一般旅行代理店業務を行っている旅行会社。 日

本人の方向けの航空券やホテル手配等以外にも、ジャパンデラックスツアーという日本への

パッケージツアーも企画販売しています。お客様はアメリカ国内だけでなく、世界各国から日

本へのトラベルアレンジメントやパッケージツアーに関するお問い合わせがあります。 

業種 ホテル・旅行 

職種 一般事務 カスタマーサービス  

国名 アメリカ   

都市名 ロサンゼルス   

エリア名 トーランス 

企業種別 日系企業 

募集人数 1 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,    

給与 NA 

語学力 Intermediate 

交通 
公共交通機関の利用が可能 

車があると便利 

仕事内容 
(1)ホームページ、ポータルサイト等のパッケージツアー商品展開に伴う業務全般 (2)電話、E

メールにてのツアー商品説明および販売(英語） (3)事務作業アシスタント 

応募条件 
(1)日常会話レベルの英語力 (2)基本的な PCスキル(3)ホスピタリティーのある方 (4)日本で

のインバウド業務経験者優遇 

会社設立 1983年 

企業規模 6〜15名 

インターン生の受入実績  

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 
 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 


