
求人情報 ID198 

事業内容 

新規ビジネスの立ち上げから、PR＆マーケティング代行、デザイン、メディア、プロダクション

などクリエィティブ業務を中心としたサポートを行っている会社です。食の雑誌、レストラン紹

介サイトの運営、フリーマガジンの作成なども業務の一環として行っておられ、お酒や焼酎、

食のストリートフェアのイベントが開催される際は、PR担当としてクライアントの補佐も担当さ

れています。 

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 その他  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 マンハッタン 

企業種別 日系企業 

募集人数 1名 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,   6 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）企画考案や取材対応、（2）編集スタッフ・エディターのサポート、（3）翻訳のアシスタント、

（4）レストランなど飲食業界のリサーチ、（5）イベントのサポート業務  

応募条件 （1）企画・編集経験者であれば尚良し、（2）電話対応可能レベルの英語力があり積極的な方  

会社設立 2006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 N/A 

英語（またはその他言語）

の使用機会 

社内は日本語でのやり取りになりますが、社外のやり取りは日本人以外の方とのやり取りに

なることがあります。 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 



求人情報 ID417 

事業内容 

最新テクノロジーを活用して、デジタルプロダクションを提供している会社です。海外でしかで

きないロケーションのキャスティングや仕込みなどを担当して、顧客のニーズにあった映像を

作り上げています。一例であげると、日本で有名が某ヘアケア製品のＴＶコマーシャル作成し

たり、あるＴＶ番組の海外ロケ担当を業務として行なっています。スタッフ全員が日本語と英語

ができるバイリンガルになりますので、その強みを活かして、世界の映像界を結ぶ架け橋的

存在の会社です。 

業種 メディア・出版 

職種 企画・運営・編集 その他  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 ブルックリン 

企業種別 日系企業 

募集人数 若干名 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,   6 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)リサーチ業務（最新テクノロジーのリサーチなど） （2）翻訳業務 （3）プレゼンテーション資料

作成 （4）ロケーション準備の為のアシスタント業務（ホテルや航空券の手配など） （5）ロケ現

場におけるアシスタント業務 

応募条件 
（1）コミュニケーションが取れる英語力 （2）PCスキルは必須 （3）Photoshop, Illustratorのス

キルがあれば尚良し。 

会社設立 2005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 50% 

言語使用比率 - 英語 50% 

その他言語 N/A 

英語（またはその他言語）

の使用機会 

スタッフは、皆日本語と英語ができるバイリンガルスタッフなので、英語を使う機会は、インタ

ーン生の英語力によっては多くなります。英語力はあればあるほど、英語を使う頻度が多くな

ります。 

就労ビザサポートの可能

性 
あり 

 

 

 



求人情報 ID692 

事業内容 

アパレル装飾品（リボン、ボタン、レース、生地）を取り扱う日系商社では、ショールームとホー

ルセール（卸）を展開されています。ショールームに商品を買いに来られるお客様は一般客は

おらず、デザイナーがサンプル品を作るために足を運ばれることが多く、プロフェッショナルな

環境となっております。また、ショールームとは別に、世界のアパレルブランド・デザイナー向

けのホールセール、デザインサンプル作成まで行っておられます。お客様は 95％米系とな

り、スタッフも現地アメリカ人、もしくはバイリンガルなスタッフとなります。 

業種 アパレル 

職種 販売・接客 カスタマーサービス  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 マンハッタン 

企業種別 日系企業 

募集人数 2～3名 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,   6 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）メインはショールーム（販売スペース）でのカスタマーサービス、アシスト業務、（2）販売ス

タッフが足りている日は、営業補佐としてリサーチアシスタント業務、（3）オープン前、クローズ

時の掃除や商品整理、（4）一般雑務など 

応募条件 

（1）英語力は有れば尚良しだが不問、（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、（5）英文履歴書の提出は必須です 

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、お客様の大半以上が日本人以外となります。 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 



求人情報  ID829 

事業内容 

全米 36都市で配布している出版会社です。主に日米の最新ニュース、金融、教育、政治、経

済の記事を扱っています。他にも女性向けの情報や子供向け医療関係の記事など大人から

子供まで幅広い読者を持っている企業です。 

業種 メディア・出版 

職種 
マーケティング 一般事務 経理事務 WEBデザイナー グラフィックデザイナー 企画・運

営・編集 営業  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 マンハッタン 

企業種別 日系企業 

募集人数 1～2名 

期間 3 ヶ月未満,    

給与 N/A 

語学力 Basic to Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 
(1)業務全般の補佐、雑務 (2)簡単な営業 (3)簡単なデザイン (4)能力によって振り分け (5)勤

務時間 9:30-17:30 

応募条件 (1)責任感ある人 (2)明るく、人と接するのが好きな人 (3)努力家 

会社設立 1975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 75% 

言語使用比率 - 英語 25% 

その他言語 あれば尚良い 

英語（またはその他言語）

の使用機会 
営業とデザインの際に使用 

就労ビザサポートの可能

性 
N/A 

 

 

 

 

 

 

 



求人情報  ID855 

事業内容 

日本のアクセサリー、雑貨、ギフト用品、アパレル企業を対象に、アメリカ進出のコンサルティ

ングやマネージメントを行っている会社です。日本貿易振興会（JETRO）と提携を持ち、ニュー

ヨークの流行をいち早くキャッチし、調査結果をクライアントへ報告するコンサルタント業となり

ます。事業内容は、クライアントの信用調査、輸入サポート、顧客管理、商品管理、セミナー、

相談会の開催で、展示会への出展もコーディネートしています。日本のメーカーとアメリカの

バイヤーの橋渡し役を担っています。 

業種 コンサルティング 

職種 販売・接客 一般事務  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 マンハッタン 

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 to Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 
(1)ショールームでの接客対応、(2)展示会が重なる場合はアシスタント、(3)市場調査(アメリカ

のデザイン調査など)、(4)簡単なデスクワーク(電話引き継ぎやメール回答)  

応募条件 
(1)丁寧な接客が出来る方、(2)コンサルティング・広告業界に興味の有る方、(3)自立心を持っ

て仕事に取り組める方、(4)1 ヶ月以上インターンが出来る方 

会社設立 1998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 あれば尚良し 

英語（またはその他言語）

の使用機会 
事務業務、リサーチ業務、電話対応、メール対応など 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 



求人情報  ID1037 

事業内容 

ニューヨークを拠点に、アメリカへ進出を希望される企業の海外進出事業計画から現地での

会社設立や会計・財務管理業務、撤退準備のコンサルティングまで幅広いサービスを提供さ

れておられる会計事務所です。主にアメリカ市場への進出を希望されたり、あるいは、すでに

アメリカにて事業を営む日系企業を対象にサービスを提供されています。 また、日本とニュー

ヨークだけでなく、インドやトルコにもオフィスがあるので、グローバルなネットワークを活かし、

日本企業の海外進出成功へのサポートに日々、尽力されております。 

業種 会計 

職種 一般事務 経理事務 その他  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 マンハッタン 

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）会計取引の入力業務 （2）証憑の整理業務 （3）書類準備やリサーチなど、コンサルティン

グ業務のアシスタント  

応募条件 
（1）会計業務に興味のある方 （2）Microsofot Office（Word, Excel,PPT)を使用できる方 （3）日

常会話レベルの英語力のある方  

会社設立 2009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 60% 

言語使用比率 - 英語 40% 

その他言語 出来れば、尚、良し 

英語（またはその他言語）

の使用機会 
書類作成時や社外とのやり取りの際に英語を使用します。 

就労ビザサポートの可能

性 
 

 

 

 

 

 



求人情報  ID1130 

事業内容 

日本のメーカーの代理店の商品をアメリカ市場で展開をしていくためのサポート業務全般を

行なっている日系コンサル企業です。具体的には市場調査を行った上で、アメリカ市場にあっ

た商品企画の提案、価格設定やパッケージデザインのアドバイスの他、販売、代金回収、流

通手配、在庫管理などの日常業務など、多岐多様に渡って行なっています。 代理店は日本

に現在 9社持っており、主に日用雑貨、ギフト商品、キッチン用品、インテリア、アパレル関係

の商品を取り扱っています。  

業種 コンサルティング 

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 ニューヨーク   

エリア名 マンハッタン 

企業種別 日系企業 

募集人数 1～2名 

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 
1)展示会の出展に伴う準備のサポート 2)市場調査、製品の点検、モニタリング等の商品に関

わる業務 3)営業のアシスタント業務 4)メールの対応やデータ分析、雑務などのデスクワーク 

応募条件 
1)日用雑貨に興味のある方 2)人とのコミュニケーションがとれる方 3)ある程度の英語の読解

能力のある方 4)日本とアメリカを繋ぐ仕事がしたい方 

会社設立 2002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 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 

展示会やイベントでのカスタマーサポート、業者とのやり取り、営業サポート、メール、書類作

成など 

就労ビザサポートの可能

性 
 

 

 

 

 

 



求人情報  ID999 

事業内容 

日本の伝統が誇る技術、匠の技、きめ細かなデザインを持つメイド・イン・ジャパンのキッチン

雑貨、食器などの全米進出をサポートする企業です。日本とは異なるライフスタイルを持つア

メリカにて、日本にいる顧客企業の取扱う商品を米系のお客様に展開をしています。主な業

務として、マーケティング・コンサルティングを行ったり、展示会の出展サポートや、現地代理

店としてのエージェント業務、また、米国法人設立のサポートを行っています。また、某有名ア

パレル店の雑貨部門や、MOMA等のミュージアムショップへのメイドインジャパン商品の販売

も行っています。 

業種 コンサルティング 

職種 マーケティング 一般事務  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 ウェストチェスター 

企業種別 日系企業 

募集人数 1～2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 
1)プランニング、マーケティングのアシスタント業務、 2)8月 17日〜21日に行われるニューヨ

ークの展示会やイベントなどでのオペレーションの補佐、3)書類作成のアシスト 

応募条件 

1)日本の商品をアメリカに展開することに興味をお持ちの方、 2)ビジネスに興味をお持ちの方

歓迎、 3)マーケティングや貿易に関連した内容を学習された方優遇 、 4)業務で使える英語

力のある方（TOEIC700点程度）、 5)Word, Excel, Powerpointが使える方 

会社設立 2012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 あれば尚良し 

英語（またはその他言語）

の使用機会 
事務業務、展示会などイベントでのカスタマーサポート、書類作成など 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 



求人情報  ID1137 

事業内容 

PRや広告、動画や写真などのコンテンツ製作業務に加え、イベント運営やリサーチ、ウェブマ

ーケティングなど、幅広いサービスを提供している企業です。小規模な会社ですが、米系企業

と提携し 2015年の安倍総理の演説や記者会見、また times squareでのカウントダウンなど

の大規模なイベントを手掛けています。  

業種 メディア・出版 

職種 
マーケティング WEBデザイナー WEBプログラマー グラフィックデザイナー その他デザイ

ナー 企画・運営・編集 コンサルタント  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 マンハッタン 

企業種別 日系企業 

募集人数 ２ 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,   6 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 
1. Website製作やビデオ製作、オンラインコンテンツの製作アシスタント業務 2. ソーシャルメ

ディアの運用、分析アシスタント業務 3.イベントのプロモーションアシスタント 

応募条件 Adobe Creativeのいずれかのソフトが使える方。 広告代理店業に興味のある方。  

会社設立 2011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 
プロジェクトメンバーとの会話、リサーチ時や外部連絡時 

就労ビザサポートの可能

性 
 

 

 

 

 

 

 

 



求人情報  ID1027 

事業内容 

ニューヨークを拠点にしている若手日本人女性デザイナーが手がけるハイエンドサンダルカン

パニー会社です。ハンドメイドのガーメットやビーズを使ったサンダルをデザイン・製造・販売し

ています。デザイン・製造だけでなく、ブランディングや工場探し、パッケージング、展示会へ

の出展など幅広い業務に関わるチャンスのある企業です。既に多くの米国のメディアでも取り

上げられておりますが、現在はフランスや中国などへもビジネス展開をし始めております。ま

た、オンラインショップも拡大する予定だそうです。 

業種 アパレル 

職種 マーケティング WEBデザイナー  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 マンハッタン 

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 to Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 

（1）プレスリリースのドラフト作成や配布準備 （2）ブログなどのソーシャルメディアの更新 （3）

ウェブサイトの更新 （4）インターネットを利用したリサーチ （5）ブロガーやベンダーとのメール

や電話での応対  

応募条件 

（1）書類作成や SNSの更新ができる方（2）Word、Excel、Power Pointが使用できる方 （3）

SNSの知識がある方 （4）やる気のある方 （5）Photoshop、Illustratorや Wordpressの知識が

ある方優遇 （6）Macの基本操作が出来る方優遇 

会社設立 2009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 あれば尚良し 

英語（またはその他言語）

の使用機会 

アメリカ人スタッフや海外からのインターン生や社外とのやりとりなどで英語を使用します。ま

た、プレスリリースのドラフやブログのアップをする際にも使用します。 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 



求人情報  ID1181 

事業内容 

事業内容：１出版業：日本の旅行者向けのウェブマガジンを発行しています。 ニューヨークの

イベントや出来事を取材し、ニューヨークに興味のある人、 旅行を予定している人向けに発信

しています。 ２小売業：e コマースサイトでは、ニューヨークをメインとしたアメリカの 商品を買

い付け及び日本を含む全世界に向けて販売しています。 

業種 メディア・出版 

職種 WEBデザイナー その他デザイナー フォトグラファー その他  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 マンハッタン 

企業種別 日系企業 

募集人数  

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,   6 ヶ月,    

給与  

語学力 Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 イベントの取材、記事の執筆、写真撮影、動画撮影、ニュース記事の翻訳、特集の企画等  

応募条件 英語の読み書き（大卒程度） 写真撮影の得意な方 未経験可 

会社設立 2012 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 60% 

言語使用比率 - 英語 40% 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
文章読解、取材時のコミュニケーション 

就労ビザサポートの可能

性 
なし 

 

 

 

 

 

 

 

 



求人情報  ID1185 

事業内容 

ニューヨークで日本語フリーペーパーや英語版フリーペーパーを作成している大手出版会社

です。日本語フリーペーパーは週刊となり、英語版フリーペーパーは月刊で出版しています。

その時の流行や行事に合わせて海外在住の日本人、及び現地アメリカ人向けに日米のニュ

ースを始め、レストランや美容、イベント情報を紹介しています。 

業種 メディア・出版 

職種 一般事務  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 manhattan 

企業種別 日系企業 

募集人数  

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,    

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 データ入力業務、見本誌郵送業務、電話によるリサーチ、ネットによるリサーチなど 

応募条件 
（1）やる気のある方（2）MS Wordや Excelを使いこなせる方（3）誠実で責任感があり協調性

のある方 

会社設立 2001年 

企業規模 16〜25名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語 60％ 

言語使用比率 - 英語 40％ 

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 
書類作成時、クライアントとのやり取り 

就労ビザサポートの可能

性 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



求人情報  ID1193 

事業内容 
語学学校 留学生の受け入れ、学生ビザ、I-20発行、各種ビザ相談、大学進学相談、試験対

策など 

業種 教育 

職種 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 ニューヨーク   

エリア名 マンハッタン 

企業種別 日系企業 

募集人数  

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,   6 ヶ月,    

給与  

語学力 Intermediate 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 
語学学校での受付業務 コピー、ファイリング、電話応対、簡単な入力作業などの事務・雑務。

アクテビティのあるときには、アテンドでのサポート等。 

応募条件 

21歳以上、中級レベルの英語力（英語でコミュニケーションがとれること）、基本的な PCスキ

ル。 新しいことに挑戦したい方、語学、異文化に興味のある方、ニューヨークが好きな方、人

と接するのが好きな方お待ちしております。 

会社設立  

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 韓国語、中国語できれば尚可 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



求人情報  ID908 

事業内容 

こちらの企業は二人のデザイナーによって設立された日系アパレルメーカー企業です。主に

インテリア雑貨、バッグ、子供用 Tシャツ、アクセサリーやジュエリーを扱っており、オリジナル

デザインの商品を世界中に送り出しています。世界でも有名なデザイナーやアーティストとコ

ラボレーションをしており、オリジナリティあふれる、新しいデザイン、アパレル商品を展開され

ている企業です。商品はオンライン、各種米系デパートに売り出しており、アパレル雑誌の取

材を受けるほど話題になっています。 

業種 アパレル 

職種 マーケティング 一般事務 その他  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 ブルックリン 

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)商品荷卸し (2)新規小売店リサーチ・コンタクト (3)商品作成 (4)チラシ・雑誌・カタログ作成 

(5)イベント (6)英語力により輸出に関する事務作業 ＊(4)は能力により ＊(5)は不定期になり

ます 

応募条件 
(1)やる気と向上心がある人 (2)手先が器用な人 (3)自発して仕事ができる人 (4)コミュニケー

ション力がある人 (5)イラストレーター (6)フォトショップ ＊(5)(6)は能力により 

会社設立 2007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 60% 

言語使用比率 - 英語 40% 

その他言語 あれば尚良い 

英語（またはその他言語）

の使用機会 
現地アパレルショップへ連絡の時など  

就労ビザサポートの可能

性 
 

 

 

 

 



求人情報  ID1162 

事業内容 

私たちはＮＹのミッドタウンに本社を構える日系旅行代理店です。また旅行以外で、イベントの

企画や Webを使ってマーケティング戦略を駆使し、掲示板の作成や様々な事業展開をしてい

ます。 

業種 ホテル・旅行 

職種 マーケティング WEBデザイナー 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  ニューヨーク  その他   

エリア名 マンハッタン、トーランス、ダラス 

企業種別 日系企業 

募集人数 旅行 1名 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,   6 ヶ月,    

給与  

語学力 Basic 

交通 公共交通機関の利用が可能 

仕事内容 

旅行業務：会議の参加やホテルや航空会社へ電話など。企画での関連リサーチなど。  （業

務別での案内） オフィス業務：リサーチ、入力業務、資料整理 営業：アシスタント、日本語 ア

ウトバウンド：（アメリカエアラインで英語でのメール対応、 カスタマーセンターでの電話応対、

アシスタントなど） バケーション部：冊子の編集、ツアーでのリサーチ、ホテル手配、入力等 イ

ンバウンド：添乗含む、現地での手配業務など。要英語力。 PR部：マーケティング、リサー

チ、PR活動 

応募条件 -旅行業に興味のある方 -ある程度のパソコンができる方 

会社設立 1988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 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 
リサーチや業者への確認事項など 

就労ビザサポートの可能

性 
 

 

 

 

 

 



求人情報 

事業内容 

日本文化振興施設としてアメリカ・ニューヨーク市内にアートギャラリー、スタジオ兼カフェを三

店舗運営し日々様々な文化イベント・クラスをニューヨーカー向けに提供しています。また同

文化施設に集まる日本通のお客様とのネットワークを利用し、日本企業を対象に米国進出支

援サービスを提供するコンサルティング事業（戦略立案、 マーケティングリサーチ、ブランディ

ング、デザイン、営業代行など）も行っています。 

業種 コンサルティング 

職種 マーケティング コンサルタント 営業  

国名 アメリカ   

都市名 ニューヨーク   

エリア名 Manhattan, Long Island City 

企業種別 日系企業 

募集人数 数名可 

期間 3 ヶ月未満,   3 ヶ月,   6 ヶ月,   N/A 

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 

１) 日本企業の米国展開 弊社では毎月多くの日本の企業から米国での事業展開の相談を受

け、様々な活動をしております。伝統工芸品のリブランディング、食材の米国マーケットでの価

値創造、新規サービスの展開など。リサーチや営業、プロモーションのアイディア作成を弊社

スタッフと共にお手伝い頂きます。 ▼はじめの一ヶ月は色々なことに取り組んでいただきま

す。 リサーチ、データベース・フライヤー作成、ウェブの更新などなど。 １ヶ月経過後、適性と

ご本人の興味から業務内容を決定いたします。 ▼3 ヶ月未満の短期の方はそのときに走って

いるプロジェクトに参画していただくことになります。 詳細は随時変化しますので、面談時に分

かっている段階のものをお伝え致します。  

応募条件 

(1)MS Word, Excel (2)マーケティング業務に興味がある方 (3)意思疎通ができる英語力 (4)イ

ラストレーター (5)フォトショップ (6)PC持参 ＊6は必須 ＊4,5はあれば尚良い ※日本人以外

の方でも応募可 ※通常は週 5回での勤務となるが、週 2、３回の学生可、時期により 2週間

からも受入も可能です。日本人以外でも大歓迎です！ 

会社設立 2011 

企業規模 16〜25名 

インターン生の受入実績  

言語使用比率 - 日本語  

言語使用比率 - 英語  

その他言語  

英語（またはその他言語）

の使用機会 

コンサル事業のみクライアントが日本企業の場合が多いため社外でも日本語を使用します。

英語力があれば、米系へのチャレンジも可能です。 

 


