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Job Number 職種 業種 場所 英語力 給料 

NEW!NEW!NEW!NEW!    

090701 
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 $9/h～ 

NEW!NEW!NEW!NEW!    

090702 
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 $11/h～ 

NEW!NEW!NEW!NEW!    

090703 

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 $11/h～ 

NEW!NEW!NEW!NEW!    

090704 
セールス 

小売業 / 

ジュエリー 
オアフ島アラモアナ 中級 $300/w～ 

NEW!NEW!NEW!NEW!    

090705 
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 $1000/m～ 

090706 
事務 

 
会計事務所 オアフ島ホノルル 中級 $1100/m～ 

090707 セールス 
小売業 / 

ジュエリー 
オアフ島ワイキキ 初級 $8/h～ 

090708 セールス 
小売業 / 

ジュエリー 
マウイ島ラハイナ 中級 $8/h～ 

090709 セールス 
小売業 / 

コスメ・サプリ 
オアフ島ワイキキ 初級 $8/h～ 

090710 セールス 
小売業 / 

服飾 
オアフ島ワイケレ 中級 $8/h～ 

090711 セールス 
小売業 / 

オーガニック野菜 
オアフ島ホノルル 中級 $8/h～ 

090712 カスタマーサービス 
サービス業 / 

スパ 
オアフ島ワイキキ 中級 $8/h～ 

090713 
カスタマーサービス兼

ドライバー 
旅行業 オアフ島ワイキキ 初級 $8/h～ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Job 090Job 090Job 090Job 090701701701701     ★★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 12 ヶ月 

英語力 中級 

営業時間 8：30～17：00 

就労時間 週 40 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％ 

給料 時給＄8 ～ 

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！ 

 

 

Job 090Job 090Job 090Job 090702702702702     ★★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 12 ヶ月 

英語力 中級 

営業時間 8：30～17：00 

就労時間 週 40 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％ 

給料 時給＄11 ～ 

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！ 

 



 

Job 090Job 090Job 090Job 090707070703333     ★★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 12 ヶ月 

英語力 中級 

営業時間 8：30～17：00 

就労時間 週 40 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％ 

給料 時給＄8 ～ 

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？ 

 

 

 

Job 090Job 090Job 090Job 090707070704444     ★★ＮＥＷ★★ 

職種 セールス 

業種 小売業 （ジュエリー） 

場所 オアフ島・アラモアナ 

期間 18 ヶ月 

英語力 中級 

営業時間 9：30～21：00 

就労時間 週 40 時間 

従業員 アメリカ人：2 人  日本人：1 人 

言語 英語：70％  日本語：30％ 

給料 週給＄300 ～ 

仕事内容 店舗でのアクセサリー、ジュエリー販売。レジ、開店・閉店作業など 

応募条件 明るい方。積極的に話しかけられる方。販売経験優遇。 

その他 ※オープンして間もないお店なので、販売経験がとても生かせます！ 

 



Job 090Job 090Job 090Job 090707070705555     ★★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 12 ヶ月 

英語力 中級～上級 

営業時間 6：00～19：00 

就労時間 週 40 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％ 

給料 月給＄1000 ～ 

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２日無料でプレイできます！ 

 

Job 090Job 090Job 090Job 090706706706706      

職種 会計・事務 （会計士補助） 

業種 会計士事務所 

場所 オアフ島・ホノルル 

期間 18 ヶ月 

英語力 中級以上～ 

営業時間 8：30～17：30 

就労時間 週 40 時間 週休 2 日、休日年 9 日休み 

従業員 アメリカ人：11 人  日本人：14 人 

言語 英語：60％  日本語：40％ 

給料 月給＄1,100～＄1,300 プラス 歯科保険を提供 

仕事内容 
初歩会計ポジション。財務データエントリー、中小企業の月次決算、個人税金、

オーディットのヘルプ 

応募条件 

積極的に仕事に取り組む姿勢がある方。締め切りなどのプレッシャーに対処で

きる方。日英両語にて顧客とコミュニケーションができ、新しい分野に対して興味

のある方。 

その他 J1 後のビザサポートあり。和気藹々とした職場です。 



 

Job 090Job 090Job 090Job 090707707707707      

職種 セールス  

業種 小売業 （サングラス・ジュエリーショップ） 

場所 オアフ島・ワイキキ （ワイキキビーチにある高級ホテル内に入っているショップ） 

期間 12 ヶ月 

英語力 初級～ 

営業時間 9：00～22：00 

就労時間 週 32 時間～ 

従業員 アメリカ人：15 人  日本人：4 人 

言語 英語：50％  日本語：50％ 

給料 時給＄8～ （月＄1280～） 

仕事内容 店舗でのハワイアンジュエリーやサングラスの販売 

応募条件 明るく接客できる方。店頭販売経験者優遇。 

その他 

※ワイキキの真ん中にあるきれいなお店です。 

※やる気のある方なら過去の職歴・経歴は問いません。J１後のビザサポートあ

り。 

 

 

Job 090Job 090Job 090Job 090708708708708      

職種 セールス 

業種 小売業 （サングラス・ジュエリーショップ） 

場所 マウイ島・ラハイナ 

期間 12 ヶ月 

英語力 中級以上～ 

営業時間 9：00～22：00 

就労時間 週 40 時間 

従業員 アメリカ人：15 人  日本人：4 人 

言語 英語：90％  日本語：10％ 

給料 時給＄8～ （月＄1280～） 

仕事内容 店舗でのハワイアンジュエリーやサングラスの販売 

応募条件 明るく接客できる方。店頭販売経験者優遇。 

その他 J1 後のビザサポートあり。 

 

 



Job 090Job 090Job 090Job 090709709709709      

職種 セールス 

業種 小売業 （コスメティック・サプリメント） 

場所 オアフ島・ワイキキ 

期間 18 ヶ月 

英語力 初級（ほぼ必要なし） 

営業時間 10：00～22：30 

就労時間 週 40 時間 

従業員 アメリカ人：１人  日本人：１５人 

言語 英語：0％  日本語：100％ 

給料 時給＄10  （月＄1600～） 

仕事内容 店舗でのコスメやサプリメントの販売 

応募条件 
きれいな日本語を話せること 

販売が出来る方、コスメやサプリに興味がある方 

その他 
※ワイキキの真ん中にあるきれいなお店です。 

※やる気のある方なら過去の職歴・経歴は問いません。 

 

 

Job 090Job 090Job 090Job 090710710710710      

職種 セールス 

業種 小売業 （服飾 ブランド） 

場所 オアフ島・ワイケレ 

期間 18 ヶ月 

英語力 初級 

営業時間 7：00～23：00 

就労時間 週 32 時間～ 4～8 時間/日 週休 2～3 日 

従業員 アメリカ人：45 人  日本人：6 人 

言語 英語：30％  日本語：70％ 

給料 時給＄8～ （月＄1280～） 

仕事内容 店頭での衣類販売・接客 

応募条件 

日本アパレル業界での販売業務経験者。 

日英両語にて顧客とコミュニケーションができ、新しい分野に対して興味のある

方。 

その他 J1 後のビザサポートあり。 



 

Job 090Job 090Job 090Job 090711711711711      

職種 セールス 

業種 小売業 （ハワイ産オーガニック野菜販売） 

場所 オアフ島・ホノルル 

期間 短期（1 ヶ月） ～ 長期（18 ヶ月） 

英語力 中級 

営業時間 場所と曜日による 

就労時間 週 40 時間前後 週休 2 日 

従業員 アメリカ人：1 人  中国人：1 人  日本人：0 人  

言語 英語：90％  日本語：10％ 

給料 時給＄8～ （月＄1280～） 

仕事内容 ホノルル各地のファーマーズマーケットでの販売、キャッシャー 

応募条件 職歴・経歴は問いません。 

その他 

英語での販売が主になります。英語を勉強したい方、自然食品に興味がある方

に最適。ハワイに生活する現地の人との交流があり、活気があるマーケットで、

ハワイ生活を実感できます。 

 

Job 090Job 090Job 090Job 090712712712712      

職種 フロントデスク（セールス兼カスタマーサービス） 

業種 高級スパ（オアフ島の高級ホテルに２箇所オープンしているスパ） 

場所 オアフ島・ワイキキ 

期間 12 ヶ月 

英語力 中級 

営業時間 9：00～21：00 

就労時間 週 40 時間 

従業員 アメリカ人：50 人  日本人：15 人 

言語 英語：80％  日本語：20％ 

給料 時給＄8～ （月＄1280～） 

仕事内容 受付、予約業務、接客・販売、事務 

応募条件 

容姿端麗（写真の事前審査必要） 

お客様に積極的に話しかけられる方、明るい方。経験不要。セールスは、入店

したお客様にセットプランなどをお勧めする仕事です。 

その他 
※社員特典：スパメニュー５０％オフ、家族は３０％オフ、年１回フリー。J1 後の

ビザサポートあり。 

 



 

Job 09Job 09Job 09Job 090000713713713713      

職種 カスタマーサービス兼ドライバー 

業種 旅行業 

場所 オアフ島・ワイキキ 

期間 12 ヶ月 

英語力 初級 

営業時間 8：00～18：00 

就労時間 週 40 時間 

従業員 アメリカ人：1 人 日本人：７人 その他：4 人 

言語 英語：20％  日本語：80％ 

給料 ＄1000～ 

仕事内容 
ツアーコーディネイター：ミニバンなどで日本や韓国からの旅行者にツアーを行

う。 

応募条件 英語と韓国語が話せること 

その他 
※この業務に加え、現在進めている、ハワイ産飲料水の韓国向け輸出業をお手

伝いしていただく場合がございます。また、韓国出張がある場合もございます。 

 


