
 

ＣＯＩＣＯＩＣＯＩＣＯＩ    ハワイインターンシップハワイインターンシップハワイインターンシップハワイインターンシップ    ご紹介企業（一例）ご紹介企業（一例）ご紹介企業（一例）ご紹介企業（一例） 

 

Job Number 職種 業種 場所 英語力 Ｍｉｎ期間 

NEW!NEW!NEW!NEW!    

S001 
カスタマーサービス 

サービス業 / 

ウォータースポーツ 
オアフ島カイルア 中級 4 週間 

NEW!NEW!NEW!NEW!    

S002 
カヤックガイド 

サービス業 / 

ウォータースポーツ 
オアフ島カイルア 中級 4 週間 

NEW!NEW!NEW!NEW!    

S003 

ウィンドサーフィンイン

ストラクター 

サービス業 / 

ウォータースポーツ 
オアフ島カイルア 中級 4 週間 

NEW!NEW!NEW!NEW!    

S004 
セールス 

小売業 / 

ケーキショップ 
オアフ島カイルア 中級 1 週間 

NEW!NEW!NEW!NEW!    

S005 
カスタマーサービス 

サービス業 / 

ゴルフ 
オアフ島西部 中級 4 週間 

NEW!NEW!NEW!NEW!    

S006 
セールス 

小売業 / 

クッキー 
オアフ島ホノルル 初級 4 週間 

NENENENEW!W!W!W!    

S007 
カスタマーサービス 

サービス業 / 

水族館 
オアフ島ホノルル 初級 1 週間 

 

 

Job Number 職種 業種 場所 英語力 Ｍｉｎ期間 

    

S008 
カスタマーサービス 

サービス業 / 

ウォータースポーツ 
オアフ島カイルア 中級 4 週間 

    

S009 
ツアーガイド 

サービス業 / 

旅行 
オアフ島カイルア 中級 4 週間 

    

S010 

ウィンドサーフィンイン

ストラクター 

サービス業 / 

ウォータースポーツ 
オアフ島カイルア 中級 4 週間 

    

S011 
セールス 

小売業 / 

ベーカリー 
オアフ島カイルア 中級 1 週間 

    

S012 
ウェイター 

サービス業 / 

カフェ 
オアフ島西部 中級 4 週間 

    

S014 
カスタマーサービス 

サービス業 / 

花屋 
オアフ島ホノルル 初級 4 週間 

 

 

 

 

 



SSSS000000001111     ★★ＮＥＷ★★ 

職種 カスタマーサービス 

業種 サービス業 （ウォータースポーツ） 

場所 オアフ島・カイルア 

期間 Min 4 週間～ 

英語力 中級 

営業時間 8：30～17：00 

就労時間 週 20 時間 

従業員 アメリカ人：20-30 人  日本人：8-12 人 

言語 英語：75％  日本語：25％ 

仕事内容 
お客様への対応（受付、ツアー確認、オリエンテーションの実施、バスへの誘

導、遊具のレンタルなど） 

応募条件 英語と日本語が話せること、ホスピタリティ溢れること、Word, Excel が使えること 

その他 
※全米一綺麗なビーチと呼ばれた場所で、あなたのホスピタリティを発揮させて

ください！ 

 

 

 

SSSS000000002222     ★★ＮＥＷ★★ 

職種 カヤックガイド 

業種 サービス業 （ウォータースポーツ） 

場所 オアフ島・カイルア 

期間 Min 4 週間～ 

英語力 中級 

営業時間 8：30～17：00 

就労時間 週 20 時間 

従業員 アメリカ人：20-30 人  日本人：8-12 人 

言語 英語：75％  日本語：25％ 

仕事内容 2 時間のカヤックツアーのガイド 

応募条件 
英語と日本語が話せること、海が好きなこと、カスタマーサービス経験があるこ

と、野外での活動（運動）の経験があること、 

その他 ※勤務場所は全米一綺麗なビーチと呼ばれた場所です！ 

 

 



SSSS000000003333     ★★ＮＥＷ★★ 

職種 ウィンドサーフィンインストラクター 

業種 サービス業 （ウォータースポーツ） 

場所 オアフ島・カイルア 

期間 Min 4 週間～ 

英語力 中級 

営業時間 8：30～17：00 

就労時間 週 20 時間 

従業員 アメリカ人：20-30 人  日本人：8-12 人 

言語 英語：75％  日本語：25％ 

仕事内容 ウィンドサーフィンのレッスンを行う 

応募条件 英語と日本語が話せること、ウィンドサーフィンの経験があること 

その他 
※全米一綺麗なビーチと呼ばれた場所で、ウィンドサーフィンの経験を生かして

みませんか？ 

 

 

 

 

SSSS000000004444     ★★ＮＥＷ★★ 

職種 ベーカリーヘルプ 

業種 小売業 （ケーキショップ） 

場所 オアフ島・カイルア 

期間 Min １週間～ 

英語力 中級 

営業時間 10：00～17：00 

就労時間 Flexible 

従業員 アメリカ人：3 人  日本人：0 人 

言語 英語：100％  日本語：0％ 

仕事内容 店舗でのケーキの販売、ケーキ作りのアシスタント 

応募条件 
ケーキ、スイーツが好きな方歓迎！ 

ケーキやベーカリーの知識や経験がある方には最適です！ 

その他 
※小さなカップケーキからウェディングケーキまで様々なケーキを作っている 28

年の歴史のあるケーキショップでのインターンです。 

 

 



SSSS000000005555     ★★ＮＥＷ★★ ゴルフ好き 必見！！ 

職種 カスタマーサービス 

業種 サービス業 （ゴルフ） 

場所 オアフ島・西部 

期間 Ｍｉｎ 4 週間～ 

英語力 中級～上級 

営業時間 6：00～19：00 

就労時間 週 20 時間～ 

従業員 アメリカ人：60 人  日本人：0 人 

言語 英語：99％  日本語：1％ 

仕事内容 
お客様への対応（受付、電話対応、予約の受付、チェックインサービス） 

プロショップでの物販 

応募条件 英語と日本語が話せること、ホスピタリティ溢れること、Word, Excel が使えること 

その他 ※インターン生は週１日無料でプレイできます！（但し 1 ヶ月以上の参加） 

 

 

 

SSSS000000006666     ★★ＮＥＷ★★  

職種 セールス 

業種 小売業 （クッキー） 

場所 オアフ島・ホノルル 

期間 Ｍｉｎ 4 週間～ 

英語力 初級以上～ 

営業時間 8：30～17：30 

就労時間 週 20 時間～ 

従業員 アメリカ人：40 人  日本人：5 人 

言語 英語：20％  日本語：80％ 

仕事内容 
ワイキキ周辺にあるかわいいクッキー屋さんのお店で観光客（主に日本人）へ

の商品説明と販売。キャッシャー業務。 

応募条件 日本語で接客ができ、お客様への適切な対応ができること 

その他 ホノルルで大人気のクッキー屋さんです。 

 

 



S007S007S007S007     ★★ＮＥＷ★★ Hawaii Internship Exclusive 

職種 カスタマーサービス 

業種 サービス業 （水族館） 

場所 オアフ島・ワイキキ 

期間 Ｍｉｎ 1 週間～ 

英語力 初級以上～ 

営業時間 9：00～17：00 

就労時間 週 12 時間～ 

従業員 アメリカ人：200 人  日本人：3 人 

言語 英語：70％  日本語：30％ 

仕事内容 
ワイキキにあるハワイ唯一の水族館で、ショップの販売やチケットの販売、英語

が出来ればお客様の誘導など、様々なポジションでのインターンが可能です。 

応募条件 健康な 16 歳以上の男女 

その他 

通常２週間のボランティアトレーニングが必要なところハワイインターンシップ社

独占契約の為、このトレーニングを省略し１週間からインターンシップの実現を

可能にしました！ 

 


