
求人票 OCT 2013 
# 業種 職種 地域  給与 語学力 

2522 NEW メディア ウェブデザイナー ロサンゼルス DOE 中級 

2262 NEW 物流・運送 事務 ロサンゼルス DOE 中-上 

2575 NEW 貿易・販売 オフィス事務 ロサンゼルス $1600/月～ 初-中 

2587 NEW コンサルタント リサーチャー ロサンゼルス $1,800/月～2000 中級 

2585 NEW アパレル Web Retail 管理 ロサンゼルス DOE 中級 

2588 NEW アパレル・貿易 オフィススタッフ ロサンゼルス DOE 中級 

2529 NEW 貿易 事務 ロサンゼルス ＄8.50/時 初-中 

2514 NEW 食品メーカー 営業 ロサンゼルス $13/時～ 中級 

2434  旅行 事務 全米各地にて $1,800/月～2000 中級 

2393  レジャー 事務 ロサンゼルス ＄9-$12/時 中級 

2581  IT ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ ロサンゼルス DOE 中級 

2582  旅行 事務 ハワイ DOE 中級 

2471  旅行 事務・旅行手配 オーランド $1,000/月 中級 

2577  輸出・販売 輸出商品管理 ハワイ DOE 初-中 

2579  貿易・販売 事務・営業 ニューヨーク・シカゴ $1470/月 中-上 

2578  会計 会計 ロサンゼルス $1500/月 中級 

2568  貿易・販売 Showroomサポート・事務 ニューヨーク $1500/月 中級 

2567  不動産 営業アシスタント ハワイ $1800/月 中級 

2563  貿易・販売 営業 ニューヨーク DOE 中級 

2566  IT Requirements Analysis ロサンゼルス DOE 中級 

2562  製造業 事務 ロサンゼルス DOE 中級 

2571 デザイン 事務 ロサンゼルス DOE 中級 

2560  IT SE、営業事務、リサーチャー ニューヨーク・サンフランシス

コ 

DOE 中級 

2553  会計 会計総務、社長アシスタント ニューヨーク DOE 中級 

2557  メディア 映像制作 ニューヨーク DOE 中級 

2559  貿易・販売 営業 ニューヨーク $1500/月 上級 



2561  物流・運送 オフィスアシスタント ニューヨーク $2000/月 中級 

2550  会計 会計、事務 ハワイ $1,200/月 中級 

2548 医療品販売・輸出 Online販売・管理 ロサンゼルｽ $1,200/月 中級 

2297  貿易 事務 ロサンゼルｽ $1,200/月 中級 

2372  貿易／アパレル 販売・事務 ニューヨーク $800-1,200/月 初-中 

2544  アパレル 企画営業アシスタント ロサンゼルス $1,200/月～ 中級 

2537 物流・運送 営業 ニューヨーク DOE 中級 

2533  不動産 営業アシスタント ロサンゼルス DOE 中級 

2521  留学 コーディネーター シアトル $1,200/月～ 初-中 

2513  マーケティング 事務 シアトル $1200/月 中級 

2508  IT ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・営業 ロサンゼルス $1500- 2500/月 中級 

2509  メディア 広告営業 ロサンゼルス DOE 中級 

2456  物流・運送 事務、カスタマーサポート ロサンゼルス/シカゴ $1800/月 初 

2480  広報 1.ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・営業 2.会計 イリノイ $14,00/時 上級 

2451  IT ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ ニューヨーク DOE 上級 

2498  IT ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ ロサンゼルス DOE 中級 

2485  貿易 事務、会計、営業 ロサンゼルス $1,200/月 上級 

2491 旅行 旅行手配 ハワイ $1,200/月 中級 

2334 食品卸売・販売 オペレーション業務 ロサンゼルス $1,000/月 初級 

2489  貿易 事務、営業アシスタント ロサンゼルス DOE 上級 

2221  IT システムエンジニア ロサンゼルス $600-1,200/月 上級 

 

語学力の目安： 初級：TOEIC 649 以下、中級：650―879、上級：880 以上 

Section 1: アドミニストレーション Section 4: 貿易     Section 7:その他 
Section 2: セールス/マーケティング Section 5:メディア 

Section 3: エンジニア Section 6: 旅行 
 
 

 

 

 

 

 



求人票 TOP→ 

Section 1: アドミニストレーション 
Job #2262                           

職種:  物流・運送 語学力: 中級―上級 人数: 1 名 

業種:  事務 地域: ロサンゼルス 

給与:  面接時決定 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

 事務職全般（書類作成、現地業者とのやり取り） 

 カスタマーサービスオペレーション 

 

応募条件: 

 電話対応ができる英語力 

 パソコンスキル 

 書類整理が得意な方 

事業内容: 米系物流会社でのお仕事です。航空輸送、海上輸送等幅広いツールを扱う会社です。完全米系会社

ですので英語を使ってあなたの国際感覚を磨く環境に適した研修先になります。ロジスティック業界に興味の

ある方、 

自分の実力を試したい方の応募お待ちしております！※日本人スタッフ１名在籍 

日本語と英語の比率：日本語 10％ 英語 90％ 

 
Job #2575                          

職種:  貿易・販売 語学力: 初級―中級 人数: 数名 

業種:  オフィススタッフ 地域: ロサンゼルス 

給与:  $1600 ～※売り上げに応じてボーナス有り 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

貿易事務業務（商品の受発注業務、取引先業者とのや

り取り、カスタマーサービス、電話対応、E-mail、書

類作成、在庫管理、オフィスアシスタント業務等） 

やる気があれば媒体関連業務含む（ウェブサイトデザ

イン・管理、ウェブマーケティング業務等） 

応募条件: 

 パソコンスキル 

 コミュニケーション能力 

 生活で車の運転必要 

事業内容: アメリカの人気美容品・サプリメントなど５０００商品を輸出・販売している会社です。 
やる気次第で幅広く業務に携わることができます。アメリカ人のカスタマーも多く、売り上げに応じてボーナ

ス支給も有りやりがいのある仕事ですのでさらなる売り上げを目指して一緒に頑張れる方の応募お待ちして

おります！日本語と英語の比率：日本語 70％ 英語 30％  

 
Job #2393                          

職種: レジャー 語学力: 中級 人数: 数名 

業種: 事務・経理 地域: ロサンゼルス 

給与: $9-12/時 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

 ゴルフ施設での一般事務 

 オフィスアシスタント 

 カスタマーサービス 

応募条件: 

 事務経験・パソコンスキル 

 日常会話以上の英語力 

 車通勤可能な方 



事業内容:  デザート・スタイルの魅力的なリゾート地にあるレジャー施設でのお仕事になります。 

スタッフもお客様のアメリカ人がほとんどですので英語環境での研修を希望の方必須のお仕事になります。 

自然と調和した環境のよいオフィスでアメリカの文化に触れながらお仕事をしてみませんか？ 

皆様の応募、お待ちしております！日本語と英語の比率：日本語 10％ 英語 90％  

 
Job #2578                             

職種: 会計 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  会計事務所 地域: ロサンゼルス 

給与:  $1500 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

• 会計業務（Payroll,Book keeping, Audit staff） 

• 一般事務 

応募条件: 

 会計経験者優遇 

 日・英コミュニケーション 

事業内容: 会計事務所において会計業務のお仕事です。日米会計、経理、簿記、監査、税務、など日系企業の 

米国進出ならびに米国での事業拡大に貢献してきた米国公認会計士事務所です。クライアントは日系・米系さ

まざまですので幅広く経験ができます。会計業務にかかわった経歴がある方大募集です！！ 

日本語、英語の比率： 日本語 50％、英語 50％  

 
Job #2579                              

職種: ①営業 ②貿易事務 語学力: 中級―上級 人数: 複数 

業種:  貿易・販売 地域: ニューヨーク・シカゴ 

給与:  DOE 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

① 事務 

      貿易一般事務（書類作成・電話 email やり取

り等） 

   ②  営業 

      日本食品のアメリカマーケットへの営業業

務 

応募条件: 

 基本的なパソコンスキル 

 日・英コミュニケーション 

 積極的にコミュニケーションが取れる方 

事業内容:  日本食品のアメリカ企業へのでの販売・促進をしています。フードビジネス業界・輸出入ビジネスに興

味がある方、事務職経歴がある方大募集です！！日本語、英語の比率： 日本語 50％、英語 50％  

 
Job #2568                              

職種: オフィスアシスタント 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  貿易・販売 地域: ニューヨーク 

給与:  $1500/月 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

• 一般事務 

• NY マンハッタンの showroom での sales 

  カスタマーサポート 

応募条件: 

 基本的なパソコンスキル 

 日・英コミュニケーション 

 積極的にコミュニケーションが取れる方 



事業内容:  日本製品のアメリカでの販売・促進をしています。アメリカで創業 87 年の歴史ある会社です。     

フードビジネス業界・輸出入ビジネスに興味がある方、事務職経歴がある方大募集です！！ 

日本語、英語の比率： 日本語 30％、英語 70％  

 
Job #2567                          

職種: 不動産 語学力: 中級 人数: 数名 

業種: 営業アシスタント 地域: ハワイ 

給与: ＄1800/月 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

 不動産業務に関する事務 

 賃貸管理のアシスタント 

 カスタマーサービス 

応募条件: 

 就業経験・パソコンスキル 

 日・英コミュニケーション 

 明るい方 

事業内容:  大手不動産会社のハワイ営業所になります。ハワイの一等地にあるコンドミニアム等主に扱っていま

す。 

不動産業界に興味のある方、英語を使ってビジネスをしたい方の応募お待ちしております！ 

日本語と英語の比率：日本語 60％ 英語 40％  

 
Job #2562                          

職種:  製造業 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  オフィス事務 地域: ロサンゼルス 

給与:  DOE 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

 事務全般・製品の受発注業務等 

 取引先業者とのやり取り 

応募条件: 

 パソコンスキル 

 運転免許要 

 就業経験者 

事業内容: 日本に本社を構える乗用車・特殊車両・建設機械等、あらゆる熱交換器の設計・製造会社です。 
日本の製品をアメリカのマーケットに販売しています。皆さんの応募をお待ちしております！ 

日本語と英語の比率：日本語 70％ 英語 20％  

 
Job #2571                              

職種: グラフィックデザイン/ web デザイン 語学力: 中級 人数: 1 名～2 名 

業種:  メディア 地域: ロサンゼルス 

給与:  DOE 能力次第 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

広告グラフィック/web デザイン  会社での 

一般事務（書類作成・電話応対等） 

 

応募条件: 

●就業経験者 
●コミュニケーション能力 

事業内容: クリエイティブ会社でのオフィス事務スタッフ募集です。様々な業界の広告制作やウェブデザインを手

掛ける会社です。クリエイティブ制作における縁の下の力持ちになれる方の応募お待ちしております！ 

日本語、英語の比率：日本語 70％、英語 30％  

 



Job #2561                           

職種:  物流・運送 語学力: 初級 人数: 1 名 

業種:  事務・オフィスアシスタント 地域: ニューヨーク 

給与:  ＄2000 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

 事務職全般（インボイス作成、現地業者とのやり

取り） 

 運送・引越しオペレーション 

 カスタマーサービス 

応募条件: 

 通勤に運転免許要 

 パソコンスキル 

 英語コミュニケーション 

事業内容: 日本の大手物流会社のアメリカ支社でのお仕事です。あなたの経歴をアメリカで活かすチャンスで

す。 

ロジスティック業界に興味のある方、頑張りたい方応募おまちしております！ 

日本語と英語の比率：日本語 60％ 英語 40％ 

 
Job #2553                             

職種: 会計アシスタント 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  社長秘書・会計総務スタッフ 地域: ニューヨーク 

給与:  時給＄9-9.5（未経験者）※経験者応相談 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

税務申告書作成、月次決算、経理支援、会計・税務コンサ

ルテーションなどにおける社長秘書・会計総務アシスタン

ト業務 

応募条件: 

 会計経験者優遇 ※未経験者応募可 

 会計業務はじめ秘書業務に興味のある方 

 日・英コミュニケーション 

事業内容:  日本とアメリカ両方の国際ビジネスコミュニティーに英語と日本語のバイリンガルサービスで会計業

務、税務、給与計算、そしてコンサルティング事業を展開しています。日本語、英語の比率： 日本語 60％、英語 40％  

 
Job #2550                             

職種: 会計アシスタント 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  会計事務所 地域: ハワイ 

給与:  $1200 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

• 会計業務 

• 一般事務 

応募条件: 

 会計経験者優遇 

 日・英コミュニケーション 

事業内容: 会計事務所において会計業務のお仕事です。Corporation tax、Individual income tax、Bank reconciliations 

、Financial consultation、Bookkeeping、Payroll tax、Sales tax 等の業務に関われます。クライアントは日系・米系

さまざまですので幅広く経験ができます。会計業務にかかわった経歴がある方大募集です！！ 

日本語、英語の比率： 日本語 80％、英語 20％  

 
Job #2534                          

職種:  ペット関連商品販売・輸出 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  オフィススタッフ 地域: ニューヨーク 

給与:  DOE 期間:18 ヶ月 



仕事内容: 

 事務全般・商品の受発注業務 

 取引先業者とのやり取り・カスタマーサービス 

 オンラインでの販売戦力、SP 考案 

応募条件: 

 パソコンスキル 

 インターネットビジネスに興味がある方 

 HTML/CSS の基本を理解している方優遇 

事業内容:  ペット関連商品・キャラクター雑貨の販売会社でのオンライン STORE のお仕事です! 
NYC に新しくオープンした日本発ラグジャリアスペットグッズのお店になります。ペットや雑貨好きで、       

インターネットビジネスに興味のある方、HTML/CSS が得意な方、商品のセールスプロモーションを考えられる方、

やる気のある方のご応募、お待ちしております！就労ビザサポート有り。 

日本語と英語の比率：日本語 80％ 英語 20％  

 
Job #2532                          

職種: 不動産 語学力: 中級 人数: 数名 

業種: 営業アシスタント 地域: ニューヨーク 

給与:  DOE 期間 18 ヶ月 

仕事内容: 

 不動産業務に関する事務 

 賃貸管理のアシスタント 

 カスタマーサービス 

応募条件: 

 事務経験・パソコンスキル 

 不動産免許持った方優遇 

 不動産業に興味のあるやる気のある方 

事業内容:  グループ全体での従業員数 5000 名を超える歴史のある会社です。不動産業界に興味のある方、 

ガッツと向上心のある方の応募、お待ちしております。やる気、能力次第で就労ビザサポート有り。 

日本語と英語の比率：日本語 40％ 英語 60％  

 
Job #2533                          

職種: 不動産 語学力: 中級 人数: 数名 

業種: 営業アシスタント 地域: ロサンゼルス 

給与: DOE 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

 不動産業務に関する事務 

 賃貸管理のアシスタント 

 カスタマーサービス 

応募条件: 

 事務経験・パソコンスキル 

 不動産免許持った方優遇 

 不動産業に興味のあるやる気のある方 

事業内容:  グループ全体での従業員数 5000 名を超える歴史のある会社です。不動産業界に興味のある方、 

ガッツと向上心のある方の応募、お待ちしております。やる気、能力次第で就労ビザサポート有り。 

日本語と英語の比率：日本語 40％ 英語 60％  

 

Job #2456                           

職種:  物流・運送 語学力: 初級 人数: 1 名 

業種:  事務・マネージメント 地域: ロサンゼルス・シカゴ 

給与:  DOE 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

 事務職全般 

 運送・引越しオペレーション 

 カスタマーサービス 

応募条件: 

 体力に自信のある方 

 運転免許（資格要） 

 パソコンスキル 



事業内容: 物流業界でマネージャー候補の方、大募集です。あなたの経歴をアメリカで活かすチャンスです。 

将来スキル UP したい方、マネージャーとして会社を盛り上げていきたい方、アメリカに永く滞在希望の方、

必見です！ビザサポート有り。日本語と英語の比率：日本語 80％ 英語 20％  

 

 Job #2514                              

職種: 事務 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  食品サービス、製造 地域: ロサンゼルス 

給与:  $13,00/時 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

• 一般事務 

• 会計サポート業務 

• 電話対応、接客応答 

応募条件: 

 基本的なパソコンスキル 

 日・英コミュニケーション 

 やる気のある方 

事業内容: 日本でも有名な大手麺販売・製造会社のアメリカグループ会社での、事務職のお仕事です。 

食品業界・輸出入のビジネスに興味がある方、事務職経歴がある方大募集です！！ 

日本語、英語の比率： 日本語 80％、英語 20％  

 
 Job #2513                              

職種:事務 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  マーケティング 地域: シアトル 

給与:  ＄1200/月 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

• 一般事務 

• 営業サポート 

• 市場調査 

• 翻訳（英語から日本語） 

応募条件: 

 基本的なパソコンスキル 

 基本的な英語でコミュニケーション 

 翻訳経験者歓迎 

 

事業内容: 日本企業の海外販路構築支援を行っている、シアトルにある会社です。市場調査や翻訳業務に 

興味のある方、お待ちしております！ シアトルが大好きな方、是非お勧めの求人です。 

日本語、英語の比率： 日本語 50％、英語 50％  

 

Job #2334                              

職種:ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ業務 語学力: 初級 人数: 1 名 

業種:  食品卸売・販売 地域: ロサンゼルス 

給与:  $1.000/月 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

• ｾｰﾙｽ・マーケティングアシスタント 

• プロモーション、広告、営業活動 

• 製品開発 

応募条件: 

 ｾｰﾙｽ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの経験ある方で 

サプリメントの知識がある方大歓迎 

 英語での基本的なコミュニケーション 

事業内容: 4 月スタートの研修生を募集しています。営業やマーケティングの経験を 

アメリカで是非活かして働いてみませんか? 責任感を持って何でもチャレンジできる自信のある方、 

アメリカで知識を身につける絶好のチャンスです！！ 

日本語、英語の比率：日本語 80％、英語 20％  



 

Job #2372                           

職種:  販売／事務全般 語学力: 初-中級 人数: 1 名以上 

業種:  貿易・アパレル 地域: ニューヨーク 

給与:  ＄800-1,200/月 期間: 18 ヶ月 

仕事内容: 

 事務職全般 

 イベント業務の管理・サポート業務 

 在庫管理・整理 

 ショーなどのアシスタント業務 

応募条件: 

 職務経験（ファッション業界優遇） 

 4 年生大学卒業 

 元気で積極的な方 

事業内容:  ニューヨークのファッション業界でのお仕事です！ 明るく元気な女性を大募集します。 

憧れのニューヨークで可能性を広げてみませんか？皆さんのご応募お待ちしております。 

日本語と英語の比率：日本語 50％、英語 50％  

 
求人票 TOP→ 

Section 1: アドミニストレーション 
 
 

求人票 TOP→ 

Section 2 セールス/マーケティング 
 

Job #2587                          

職種:  コンサルタント・マーケティングリサ

ーチ 

語学力: 中級ー上級 人数: 数名 

業種:  コンサルタント・リサーチャー 地域: ロサンゼルス 

給与:  面接時相談 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

●日本企業のアメリカ進出をサポート 

●政府機関へのリサーチ 

応募条件:  

ビジネスレベルの英語力。誠実に業務を行い、楽しい職場づく

りに貢献できる方。理系の学位をお持ちの方や日本での就業経

験者は尚可。規定の概念にとらわれず、自由な発想で積極的に

意見を出して下さる方は歓迎いたします。 

事業内容:  日本企業の海外進出の企画、FDA をはじめとする米国内のコンプライアンス対応を行う            

コンサルティング会社です。クライアントの北米事業の成功を最大のゴールとしており、対価に勝る質の高いサ

ービスを提供することをモットーとしています。コンサルティングと言っても外 から指示するだけの立場では

なく、 

常にクライアントに寄り添い、ビジョンや思いを共有し、ゴールを共に追いかけるパートナー的存在です。その

分大変なこと もありますが、プロジェクトの成功を共に喜び合える時のやりがいはひとしおです。 

堅苦しい職場ではなく、アットホームな雰囲気が特徴です。日本企業のアメリカ進出をサポートする事業と、Ｆ

ＤＡをはじめとするアメリカの各種規制対応をサポートするコンプライアンス事業を行っています。 

生化学の分野での知識をお持ちの方、研究機関・ラボでの研究経験、医療機器メーカーや化学メーカーでの勤務

経験者、またはビジネスコンサルタント経験者、各 種調査業務に興味のある方を募集しています。日本企業の

アメリカでの事業を成功させることに高い志を持って業務に当たれる方を歓迎いたします。日本語 50％、英語



50％  

 

Job #2514                              

職種: 営業 語学力: 中級 人数: 1～２名 

業種:  食品メーカー・販売 地域: ロサンゼルス 

給与:  $13/時～ ※昇給あり 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

• 食品マーケットへの営業、マーケティング 

• 既存カスタマーサポート 

応募条件: 

 日・英コミュニケーション 

 積極的にコミュニケーションが取れる方 

 忍耐力のある方 

事業内容:  大手麺製造メーカーでのお仕事です。クライアントは米系・日系幅広く行っています。アメリカ  

国内にて日・米企業への販売・促進、新規顧客開拓、既存カスタマーのフォローアップ等、フードビジネス業

界・マーケティングに興味がある方の応募お待ちしております！日本語、英語の比率： 日本語 60％、英語 40％  

 
Job #2537                           

職種:  物流・運送 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  営業 地域: ニューヨーク 

給与:  DOE 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

 日系企業クライアント営業業務 

 新規クライアント開拓と既存カスタマーの対応 

 一般事務 

応募条件: 

 運転免許（資格要） 

 カスタマー対応が得意な方、未経験者でもＯＫ。 

 日・英コミュニケーションスキル 

事業内容: 日本でも有名な大手大手物流で世界に繋がるネットワークを活かし、国際宅配サービスを行う会社 

です。約 200 ヶ所の拠点をベースに唯一の日系グローバルエクスプレス企業として、さまざまな国際物流ニー

ズに 

お応えしている会社です。能力とやる気次第でビザサポートあり。未経験者トレーニング有り。＄35000/year 保

障。 

日本語と英語の比率：日本語 80％ 英語 20％  

 

Job #2508                              

職種: カスタマーサービス、営業販売 語学力: 中級 人数: 1 名／1 名 

業種: IT 地域: ロサンゼルス 

給与:  ＄1,500-2500/月 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

 営業 

 販売戦略の考案 

 顧客対応 

応募条件: 

 IT 知識必須（学歴 OR 職歴） 

 ソフトウェアのマーケティングに興味あり 

 日本語・英語でのコミュニケーション 

事業内容: 大手米国半導体メーカーのソフトウェア開発ツールのセールス・マーケティング業務。 

米国開発担当者および日本国内の営業担当者とコミュニケーションをとりつつ、日本国内市場・顧客への 

開発ツールの販促のための顧客フォローアップなどの準備・管理などを実施頂きます。  

日本語、英語の比率： 日本語 80％、英語 20％  

 



Job #2480                           

職種:  広報業界 語学力: 中級ー上級 人数: 数名 

業種:  ①営業、マーケティング ③会計 地域: シカゴ 

給与:  DOE 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

① 営業、広告活動 

② 会計業 

応募条件: 

① 営業経験者大歓迎 （ない方でも接客など得意な方） 

   ②  会計・経理業務の実務経験者 

事業内容: シカゴの求人です！ マーケットリサーチ、広報活動を行っている米系の企業です。 

英語力のある方、英語スキルも伸ばしながら、アメリカのビジネスを学んでみませんか。 

日本語と英語の比率：日本語 30％、英語 70％  

 

求人票 TOP→ 
Section 2 セールス/マーケティング 
 

 
求人票 TOP→ 

Section 3: エンジニア 
 
Job #2581                              

職種:  ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  IT 地域: ロサンゼルス 

給与:  DOE 期間: 18 ヶ月 

仕事内容: 

• ネットワークシステム、ソフトウェ

ア 

• PC/Web コンサルティング業務 

応募条件: 

 同業種の経験者 

 英語での基本的コミュニケーション 

   

事業内容: 日進月歩ならぬ秒単位進歩の IT 時代。私どもシステムベンダーにとっても毎日がチャレンジです。 

過去に経験を積んだ分野はもとより、新しい分野においても常に最前線に立ってお客様をサポートしていま

す。 

生産管理や経理システムといった基幹業務からウェブ連携やネットワーク業務、さらにはバイオメトリックま

で幅広く 

対応しています。日本語、英語の比率：日本語 50、英語 50％ 

 
 
Job #2566                              

職種:  Requirements Analysis 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  IT 地域: ロサンゼルス 

給与:  DOE 期間: 18 ヶ月 

仕事内容: 

• ネットワークシステムリサーチ 

• クライアント対応等 

 

応募条件: 

 システム構築経験者歓迎 

 同業種の経験者 

 日・英コミュニケーション能力 



事業内容: 米国を中心に、IT ソリューションを提供し、様々な業界のシステム構築を手掛ける会社です。 

IT 経験者でアメリカでさらなる活躍をしたいかたの応募お待ちしております！ 

日本語、英語の比率： 日本語 50％、英語 50％ 

 
Job #2560                              

職種:  ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ、事務、リサーチャー 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  IT コンサルタント 地域: ニューヨーク・サンフランシスコ 

給与:  DOE 期間: 18 ヶ月 

仕事内容: 

1. Enginiree：ハードウエア、ソフトウエアプロダ

クツ、システムプランニングやインテグレ ーショ

ンサポート。  

2. Sales Assistant：販売のためにドキュメント作

成、ソフトウェアとハードウェア用、取扱装置 

およびソフトウェアと販売の活動アシスタント。 

3.Resarch：シリコン・バレー傾向および 

 会社事業テクノロジー開発についてのリサーチ。 

応募条件: 

 IT 経験者優遇。 

 IT 業界に興味のある方 

 英語・日本語でのコミュニケーション能力 

  

事業内容:  日本の大手 IT 国際情報サービス企業のグループ会社です。IT 経験者で是非、アメリカで自分の実力を

試したい方の応募をお待ちしております！日本語、英語の比率： 日本語 50、英語 50％ 

 
Job #2451                              

職種:  ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ 語学力: 上級 人数: 1 名 

業種:  IT 地域: ニューヨーク 

給与:  DOE 期間: 18 ヶ月 

仕事内容: 

• ソフトウェアの構築・運用サービス 

• IT インフラサービス 

• 業務アプリ開発・Web 製作 

応募条件: 

 同業種の経験者 

 英語での高いコミュニケーション能力 

  

事業内容: 米国を中心に 150 社を超える日経企業を対象に、IT ソリューションを提供し、新技術の取り組み

など 

積極的に行い、躍進している会社です。同業界で経験のある方、アメリカでさらなる活躍をしてみませんか。 

日本語、英語の比率： 日本語 50、英語 50％ 

 
Job #2498                              

職種:  ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ 語学力: 中級ー上級 人数: 1 名 

業種:  IT 地域: ロサンゼルス 

給与:  DOE 期間: 18 ヶ月 

仕事内容: 

• ソフトウェアの構築・開発 

• PC/Web コンサルティング業務 

応募条件: 

 同業種の経験者 

 英語での基本的コミュニケーション 

   

事業内容: ソフトウェアの開発、構築を主に行っている IT 企業です。カスタマーサービスにも力を入れてい



るので、 

顧客対応が得意な方にも、是非お勧めな求人です。 

日本語、英語の比率：日本語 50、英語 50％ 

 
Job #2221                              

職種:  システムエンジニア 語学力: 上級 人数: 1 名 

業種:  IT 地域: ロサンゼルス 

給与:  $600-1,200/月 （DOE） 期間: 18 ヶ月 

仕事内容: 

• ｼｽﾃﾑの統一化業務 

• システムエンジニア業務 

応募条件: 

 ２年以上の経験者（システムエンジニア） 

 英語でのコミュニケーション能力 

 Microsoft/SQL/Server,CrystalReport/FRxC#/eConnect の 

知識がある方 

事業内容: アメリカ国内をはじめとして、東京、ネパールにもオフィスを構える IT 企業です。 

今回の募集はロサンゼルスです。英語力のアップと IT 知識の習得がかなり期待できるポジションです。 

将来のスキルアップにつながる絶好のチャンスです。 

日本語、英語の比率： 社内：日本語 70、英語 30％ 社外：日本語 5、英語 95％  

 
求人票 TOP→ 
Section 3: エンジニア 
 
 

求人票 TOP→ 
Section 4 貿易 
 
Ｊob #2588                         

職種:  事務  語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  アパレル販売・貿易 地域: ロサンゼルス 

給与:  面接時決定 期間:  18 ヶ月 

仕事内容  

 貿易一般事務 書類作成・EMAIL 電話応対他 

 輸出の際の現地業者とのやり取り等 

 クライアントアテンド 

応募条件: 

 オフィス就業経験ある方 

 パソコンスキル 

 車での勤務可能な方 

事業内容:  様々なブランド靴を扱うアパレル会社です。クライアントは米系・日系・オリエンタルと幅広く

展開しています。Web Retailing（Online 販売）も行っていますのでやる気のある方にはウェブのお仕事も任

せて頂きます。ラスベガス出張あり。日本語英語の比率： 日本語 60％ 英語 40％ 

 
 
Ｊob #2529                         

職種:  事務  語学力: 初級ー中級 人数: 数名 

業種:  貿易 地域: ロサンゼルス 

給与:  $8,50／時 期間:  18 ヶ月 



仕事内容  

 貿易一般事務 

 在庫管理 

 輸出入の際の現地業者とのやり取り等 

応募条件: 

 オフィス就業経験ある方 

 電話・Email の対応ができる英語力 

 パソコンスキル（WORD・EXCEL） 

事業内容: 食品貿易会社でのオフィススタッフ募集です。英語環境でのオフィス事務、現地業者とのやり取

りなど、種々の経験を出来ます！社会経験のあるやる気のある方を募集しています。英語に自信のある方、 

英語を使って仕事のスキルアップを目指している方必見です。 

日本語英語の比率： 日本語 70％ 英語 30％ 

 
Job #2575                          

職種:  貿易・販売 語学力: 初級―中級 人数: 数名 

業種:  オフィススタッフ 地域: ロサンゼルス 

給与:  $1600 ～※売り上げに応じてボーナス有り 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

貿易事務業務（商品の受発注業務、取引先業者とのや

り取り、カスタマーサービス、電話対応、E-mail、書

類作成、在庫管理、オフィスアシスタント業務等） 

やる気があれば媒体関連業務含む（ウェブサイトデザ

イン・管理、ウェブマーケティング業務等） 

応募条件: 

 パソコンスキル 

 コミュニケーション能力 

事業内容: アメリカの人気美容品・サプリメントなど５０００商品を輸出・販売している会社です。 
やる気次第で幅広く業務に携わることができます。アメリカ人のカスタマーも多く、売り上げに応じてボーナ

ス支給も有りやりがいのある仕事ですのでさらなる売り上げを目指して一緒に頑張れる方の応募お待ちして

おります！日本語と英語の比率：日本語 70％ 英語 30％  

 
Job #2579                              

職種: ①営業 ②貿易事務 語学力: 中級―上級 人数: 複数 

業種:  貿易・販売 地域: ニューヨーク・シカゴ 

給与:  DOE 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

② 事務 

      貿易一般事務（書類作成・電話 email やり取

り等） 

   ②  営業 

      日本食品のアメリカマーケットへの営業業

務 

応募条件: 

 基本的なパソコンスキル 

 日・英コミュニケーション 

 積極的にコミュニケーションが取れる方 

事業内容:  日本食品のアメリカ企業へのでの販売・促進をしています。フードビジネス業界・輸出入ビジネスに興

味がある方、事務職経歴がある方大募集です！！日本語、英語の比率： 日本語 50％、英語 50％  

 
Job #2577                              

職種:  輸出商品管理 語学力: 初―中級 人数: 1～２名 

業種:  水の製造、販売、輸出販売業 地域: ハワイ 



給与:  初月無給、2 ヶ月目$1100/month、3 ヶ月目以降 $1300/month  
※パフォーマンス次第では昇給の可能性有 

期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

日本輸出用商品の品質管理業務全般 
(返却されてきたボトルの検査、ボトルの洗浄、

水の注入、ラベル、水の品質など全工程における

品質管理業務とそれに付帯 する業務） 

応募条件: 

 業界経験不問（品質管理、QC 経験がある方大

歓迎） 

 忍耐力がある方、意欲的にお仕事に取り組んで

いただける方 

事業内容:  ハワイでは知らない人はいないと言っても過言ではないハワイ生まれのピュアウォーターを日

本へ輸出販売している成長企業です。現在、日本でのハワイ産のお水の需要が急速に高まっており、日本から

品質管理スタッフを大募集しています。品質管理の仕事は全くの未経験だけどやってみたいという方、英語が

ちょっと苦手だけどチャレンジしてみたいという方、しっかりとした指導体制がありますので、やる気のある

方は是非ご応募ください。また、会社には、ローカルのスタッフも多数働いており、仕事を通じて現地の方と

も交流をすることができ、本当の「アメリカで働く」を体験することができます。               

日本語、英語の比率： 日本語 50％、英語 50％  

 
Ｊob #2563                         

職種:  営業 語学力: 中級 人数: 数名 

業種:  貿易・販売 地域: ニューヨーク 

給与:  DOE 期間:  18 ヶ月 

仕事内容  

 日本製キッチン用品のアメリカ企業へ

の販売・促進 

 新規顧客開拓、既存カスタマーの      

フォローアップ等 

応募条件: 

 コミュニケーション能力 

 積極的に物事を進められる方 

事業内容:  アメリカのフードビジネスにおいて様々な商品を販売している会社です。マーケットは日・米系両方で 

英語を使ってビジネス研修のしたい方必見のお仕事です。日本語英語の比率： 日本語 50％ 英語 50％ 

 
Ｊob #2559                         

職種:  営業 語学力: 上級 人数: 数名 

業種:  貿易・販売 地域: ニューヨーク 

給与:  $1500/月～ 期間:  18 ヶ月 

仕事内容  

 日本製食器類・刃物類のアメリカ企業へ

の販売・促進、新規顧客開拓、既存カス

タマーのフォローアップ等。 

応募条件: 

 Supervisor の指示を的確に理解し、注意力を持って業務を  

こなせる方。 

 ネイティブの多い職場環境で、購買に関する資料などもす

べて英語のため、上級の英語力。（TOEIC800～900 ） 

事業内容:  食器類、小物類、刃物類を日本から輸入し米国内にて販売しています。アメリカではオープンか

ら 28 年が経ち、特に刃物類については日本製で全て手作りです。国内外問わず一流シェフからも高い評価を

得ています。一級品を提供し、お客様の食卓の幅を広げることが目標です。日本語英語の比率： 日本語 20％ 

英語 80％ 

 
 



Job #254６                             

職種: マーケティング 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  貿易・Ecommerce 地域: ロサンゼルス 

給与:  $1500 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

• E-commerce 商品販売戦略 

• 売り上げ向上への分析サポート 

応募条件: 

 経済もしくは関連する大学の学位者優遇 

 マーケティング経験者 

事業内容:  E-commerce の商品をどのように売るか、商品のターゲットをどう絞るか、固定客獲得の施策など 

セールスチャンス向上への分析サポートをして頂きます!日本語、英語の比率： 日本語 60％、英語 40％  

 
Ｊob #2297                         

職種:  事務  語学力: 中級 人数: 数名 

業種:  貿易 地域: ロサンゼルス 

給与:  $1200 期間:  18 ヶ月 

仕事内容  

 貿易一般事務 

 輸出入の際の現地業者とのやり取り等 

応募条件: 

 オフィス就業経験ある方 

 電話・Email の対応ができる英語力 

 パソコンスキル（WORD・EXCEL） 

事業内容: 栄養補助食品貿易会社でのオフィススタッフ募集です。英語環境でのオフィス事務、現地業者との

やり取りなど、種々の経験を出来ます！社会経験のあるやる気のある方を募集しています。貿易事務希望の方、 

英語を使って仕事のスキルアップを目指している方必見です。日本語英語の比率： 日本語 70％ 英語 30％ 

 
Job #2548                             

職種: 事務 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  医療品販売・輸出 地域: ロサンゼルス 

給与:  $1200 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

• Online 商品販売業務 

• ウェブサイト管理 

応募条件: 

 日・英コミュニケーション 

 e-Commerce site の運営経験者歓迎 

事業内容: 現地での歯科技工をはじめ、最新の歯科材料をアメリカから online にて販売しています。デンタル

ビジネスに興味がある方、online セールスに興味がある方、オフィス就業経験のある方大募集です！！英語環境

のオフィスで 

あなたのスキルを伸ばしませんか？アットホームでチームワークを大切にしている会社です。 

日本語、英語の比率： 日本語 70％、英語 30％  

 
Job #2544                           

職種:  アパレル 語学力: 中級 人数: 数名 

業種:  ①一般事務 ②企画営業アシスタント 地域: ロサンゼルス 

給与:  DOE 期間: 18 ヶ月 



仕事内容: 

① データ入力、E-MAIl・電話応対 

② アパレル商品企画、リサーチ、書類

作成、各種展示会での商材探し、ク

ライアント対応、出荷書類作成など   

貿易事務含む。 

応募条件: 

① ＰＣスキル（Word, Excel）、データ入力正確で得意な方 

② 英語でのコミュニケーション力、企画力のある方、 

協調性のあるチームプレイの出来る方、未経験 OK。 

事業内容:ミュージシャンやアーティストとのコラボ商品企画、ライセンス商品の販売、小売店などを展開している

成長中のアパレル関連会社です！商品企画、バイイング、貿易事務など幅広い業務に関わることが出来ます。     

チャンレジ精神が旺盛で、明るい方大募集です！！従来のアパレルとはちょっと違うユニークなアプローチ

で、創業以来右肩上がりに業績上昇中のアパレル関連会社です。新しい発想に溢れるパワーのある会社で毎日

新鮮な刺激に触れて仕事へのやりがいを見つけてみませんか！あなたの才能を発揮できる場所を提供しま

す！  

ファッションだけでなくアートや音楽など新しい物好きで流行に敏感な方、是非プロジェクトに参加して下さ

い！！！ ※適性検査・英語 conversation テスト・面接あり。日本語と英語の比率：日本語 60％英語 40％  

 
Job #2489                        

職種: ①事務全般 ②営業アシスタント 語学力: 上級 人数: 数名 

業種:  貿易（運送） 地域: ロサンゼルス 

給与: $1,200／月 期間:  18 ヶ月 

仕事内容  

①事務 

 貿易一般事務・会計アシスタント 

②営業アシスタント 

 営業サポート、営業、広告書類等の作成 

 市場リサーチなど 

応募条件: 

 2 年以上の職務経歴 

 基本的パソコンスキル 

 TOEIC 800 以上 

 コミュニケーション能力重視 

事業内容: 某有名大手企業の求人です。 英語力に自信があり、将来のスキルアップに繋げたい方。 

貿易事務、営業アシスタントなど、アメリカのビジネスをしっかりと学べるチャンスです！！ 

日本語と英語の比率： 日本語 30％ 英語 70％ 

 
Ｊob #2485                         

職種: ①事務 ②会計 ③営業・販売 語学力: 上級 人数: 数名 

業種:  貿易 地域: ロサンゼルス 

給与: $1,200／月 期間:  18 ヶ月 

仕事内容  

 貿易一般事務 

 会計アシスタント 

 営業サポート、販売活動 

応募条件: 

 2 年以上の職務経歴 

 英語上級レベル（ビジネス英語必須） 

事業内容: 重機の製造、販売を行っている全米各地で有名な大手の企業の求人です。 

各ポジション（①貿易事務 ②会計業務 ③営業販売活動）でそれぞれやる気のある方を募集しています。 

英語に自信のある方、英語を使って仕事のスキルアップを目指している方必見です。 

日本語と英語の比率： 日本語 20％ 英語 80％ 

 



求人票 TOP→ 
Section 4 貿易 
 

 

求人票 TOP→ 
Section 5 メディア 
 
Job #2522                              

職種: グラフィック/ web デザイナー 語学力: 中級 人数: 1 名～2 名 

業種:  メディア 地域: ロサンゼルス 

給与:  DOE 能力次第 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

広告グラフィック/web デザイン   

（印刷物、ウェブデザイン、販促、SP 材など 

広告デザイン全般） 

応募条件: 

●デザイン就業経験者 
●コミュニケーション能力(韓国語･中国語できる方歓迎) 

事業内容:コミュニティーやビジネスに貢献できる、クリエイティブでやりがいのある仕事です。 
ひとつの物を制作することに情熱を注げる方・注ぎたい方を求めています。          

日本語、英語の比率：日本語 50％、英語 50％  

 
Job #2557                              

職種: 映像制作アシスタント 語学力: 中級-上級 人数: 1 名 

業種:映像プロダクション   地域: ニューヨーク 

給与:  DOE 能力次第 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

●制作アシスタント業務 

●技術アシスタント業務 

応募条件: 

●映像業界経験者又はそれに関する勉強をされた方 
●英語でリサーチやコミュニケーションができる方 

事業内容: 日本の大手放送局・レコード会社をクライアントにもつ映像制作会社です。幅広い映像制作業務に

関わることができます。日本・アメリカで培った映像業界での実力を NY で試したい方、応募をお待ちしておりま

す！ 

日本語、英語の比率：日本語 50％、英語 50％  

 
Job #2470                              

職種:  グラフィックデザイナー 語学力: 初級ー上級 人数: 1 名 

業種:  ﾃﾞｻﾞｲﾝ・広告出版 地域: ロサンゼルス 

給与:  $1,000/月  期間: 18 ヶ月 

仕事内容: 

• 広告等のﾃﾞｻﾞｲﾝ 

• グラフィックデザイナー業務 

応募条件: 

 同業種の経験者（2 年以上） 

 Indesign,Illustrator,Quark Express,Photoshop,Acrobat  

PDFが使える 

事業内容: ロスにある日系企業です。ﾃﾞｻﾞｲﾝ出版等の経歴をお持ちの方、是非トライしてみませんか。 

グラフィックデザイナーとしてのスキルをアメリカで活かすチャンスです。 

日本語、英語の比率： 社内：日本語 80、英語 20％ 



 
Job #2522                              

職種: グラフィック/ web デザイナー 語学力: 中級 人数: 1 名～2 名 

業種:  メディア 地域: ロサンゼルス 

給与:  DOE 能力次第 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

広告グラフィック/web デザイン   

（印刷物、ウェブデザイン、販促、SP 材など 

広告デザイン全般） 

応募条件: 

●デザイン就業経験者 
●コミュニケーション能力(韓国語･中国語できる方歓迎) 

事業内容:コミュニティーやビジネスに貢献できる、クリエイティブでやりがいのある仕事です。 
ひとつの物を制作することに情熱を注げる方・注ぎたい方を求めています。          

日本語、英語の比率：日本語 50％、英語 50％  

 
Job #2509                              

職種: 広告営業 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  メディア 地域: ロサンゼルス 

給与:  DOE 能力次第 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

 メディア媒体への広告営業 

 販売戦略＆広告戦略の考案 

応募条件: 

 基本的なパソコンスキル 

 コミュニケーション能力(韓国語･中国語できる方歓迎) 

事業内容: コミュニティーやビジネスに貢献できる、クリエイティブでやりがいのある仕事です。 
ひとつの物を製作することに情熱を注げる方・注ぎたい方を求めています。          

日本語、英語の比率： 日本語 80％、英語 20％  

 
求人票 TOP→ 
Section 5 メディア 
 

 
求人票 TOP→ 
Section 6 旅行 
 
Job #2434                           

職種:  旅行・ツアー 語学力: 中級 人数: 2 名 

業種:  旅行・事務 地域: アメリカ 5 支店（ニューヨーク、ロサンゼ

ルス、ワシントン DC、デトロイト、ダラス） 

給与:  ＄1８00／月-$2000 期間: 12 ヶ月 

仕事内容: 

 事務職全般 

 旅行各種手配業務 

 電話での顧客対応・カスタマーサービス 

応募条件: 

 日本での学位（短大・大学）があり、旅行業の経験 1 年以

上ある方または、もしくは学位がない場合は、5 年以上の

旅行業経験がある方。 

 旅行会社経験者優遇 



事業内容: 手旅行会社のアメリカ 4 支店（ニューヨーク、ワシントン DC、デトロイト、ダラス）で 

スタッフ募集！大手旅行会社でのお仕事です。アメリカでサービス業のプロになりたい方、強い精神力と 

ガッツで新しい事にチャレンジしたい方、是非ご応募下さい！日本語と英語比率：日本語 70％、英語 30％  

 
Job #2582                           

職種:  旅行 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  事務 地域: ハワイ 

給与: 面接時相談 期間: 12 ヶ月 

仕事内容: 

 事務職全般 

 ツアー・スケジュール・プランニング 

 旅行手配・発券業務 

 顧客対応・カスタマーサービス 

応募条件: 

 基本的な PC スキル 

 旅行業に興味のある方 

 コミュニケーション能力 

事業内容:  大手旅行会社でのオフィススタッフのお仕事です。各種旅行の手配、外部とのやり取り等、幅広

く経験ができます。旅行会社での経験は問いません！お客様の笑顔のために頑張れる方の応募お待ちして 
おります！日本語と英語の比率：日本語 50％、英語 50％  

 
Job #2471                        

職種:  事務・旅行手配 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  トラベル 地域: フロリダ州／オーランド 

給与:  ＄1.000/月 期間: 12 ヶ月 

仕事内容: 

 ｶｽﾀﾏｰ対応・電話応対（フライト、ホテ

ル、テーマパーク、レストラン等の確認

業務） 

 ツアーのコーディネートサポート 

応募条件: 

 旅行業界での経歴がある方歓迎 

事業内容: マイアミ、キーウェスト、オーランドを中心にフロリダ州南部におけるランドオペレーターとし

て活躍している旅行会社です。マイアミに本社を置き、オーランド、キーウェストに支店を構えています。  

旅行業界で経歴のある方、是非チャレンジしてみませんか。 

日本語と英語の比率：日本語 80％、英語 20％   

 
Job #2491                         

職種:  事務・旅行手配 語学力: 中級 人数: 1 名 

業種:  トラベル 地域: ハワイ 

給与:  ＄1.200/月 期間: 12 ヶ月 

仕事内容: 

 事務／ｶｽﾀﾏｰ対応・電話応対 

 ツアーのコーディネートサポート 

 ツアーアレンジメント業務 

応募条件: 

 ２・３年のカスタマー業務経歴がある方 

 ツアー関連の職歴あれば尚良し 

事業内容: ハワイの旅行会社で、旅のお手伝いをしてみませんか。  

接客が得意な方、明るく元気に対応できる方の応募お待ちしております！！ 

日本語と英語の比率：日本語・韓国語 60％、英語 40％   



 

Job #2507                           

職種:  旅行・ツアー 語学力:中級 人数: 1 名 

業種:  ツアーガイド 地域:ニューヨーク 

給与:  ＄1200／月 期間: 18 ヶ月 

仕事内容: 

 ツアーアテンド、サポート業務 

 ホテル・空港送迎 

 電話での顧客対応・カスタマーサービス 

応募条件: 

 基本的な PC スキル 

 体力に自信がある方 

事業内容: ニューヨークの旅行会社でのツアーガイドのお仕事です。 旅行業界の経験があり、 

接客対応が得意な元気な方を募集しています！NY が大好きで体力に自信がある方お待ちしております！ 

日本語と英語の比率：日本語 80％、英語 20％  

  
求人票 TOP→ 
Section 6 旅行 
 
 
求人票 TOP→ 
Section 7 その他 
 
Job #2521 
職種:コーディネーター・事務 語学力: 中級 人数: 複数 

業種:  留学 地域: シアトル 

給与:  ＄1200/月～ 期間:18 ヶ月 

仕事内容: 

 ●留学生の現地でのサポート全般      

（滞在先、学校手配など） 

 

応募条件: 

 基本的なパソコンスキル 

 基本的な英語でコミュニケーション 

 車の運転 

事業内容: 留学生をお世話する会社にて新スタッフを募集致します。人と接することが好きな方にピッタリ

なお仕事です。経験は問いません。皆さんの応募お待ちしております♪ 
日本語、英語の比率： 日本語 80％、英語 20％  

 
Job #2585                         

職種:  アパレル 語学力: 中級 人数: 数名 

業種:  Web Retailing 管理スタッフ 地域: ロサンゼルス 

給与:  面接時決定 期間:18 ヶ月 



仕事内容: 

ウェブサイトデザイン・管理、ウェブマーケティング

業務 

応募条件: 

 Web Retailing の事業に経験がある方。 

 Web Marketing における SEO, PPC などに詳しく、

Face Book などの Social Site を利用した 

 バイラルマーケティングにも精通し、ブランディ

ングができる方。 

 またそれに伴い、Web Designer も募集。 

事業内容: ハイエンドブランドを扱うアパレル会社です。新規事業として Web Retailing 開始します。 

今回の企画は自社ブランドを工場からダイレクトにエンドユーザーに Web を通して販売していくものです。 

マーケットは日本ではなく、全米と欧米向けです。無名の新しいブランドを展開していくブランディングを行

なっていくことで、ブランドの露出、集客力を高め、意図したブランドイメージを浸透していく必要がありま

す。                      

ファッションは御存知のように競争が激しく差別化が難しい商材です。それをどのように特徴を印象付けるデ

ザインができるか？あなたのアイディアでビジネスが始まります！日本語と英語の比率：日本語 20％ 英語

80％  
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