
シリコンバレー (Silicon Valley)
Apple,  Google,  Facebook… 革新のテクノロジーとビジネスモデルが夢を現実に変える地、

シリコンバレー。カリフォルニアの青空の下、スタンフォード大学の広大なキャンパスを闊歩

する起業家の卵たち。世界中から集結したエンジニアたち。常識を打ち破る発想と、異なる文化

への許容性。ここには "夢" と "勇気" と "パワー" が溢れています。次世代を担う若者に成長

のチャンスと無限大の可能性とを与えてくれる、世界のどこにもない特別な場所…

シリコンバレーへようこそ！

アメリカインターンシップ手配 & 現地サポート企業

AZusaについて
AZusaは、東京と米国シリコンバレーにオフィスがあり、シリコンバレーで 12年、インターン

シップのサポートを行っています。インターンシップ先企業、滞在先ホストファミリーと連携し

ながらプログラムをコーディネートするスタッフが現地にいます。また皆さんの生活面、英語面

などのカウンセリングも行っておりますので、何か相談したいことがあれば一人で悩まずに、

是非すぐに連絡を取ってください。ケガや病気等緊急時にもできるだけの手助けをしています。

<< AZusa Japan 株式会社 (東京オフィス) >>

住 所 : 東京都品川区東大井 5-17-2 林ビル 4F

電話番号 : 03-3721-6420

担 当 者 : 田中亮司、遠藤美穂子

メールアドレス : info@a-z-usa.com

アメリカ シリコンバレー (サンフランシスコ）

[ アメリカ AZusaプログラム ]



<< AZusa,Inc. (米国シリコンバレーオフィス) >>

担 当 者 : 渡邊寿紀 (わたなべ ひさのり) 、若井美紀 (わかい みき)

住 所 : 1730 S. Amphlett Blvd., #111 San Mateo CA 94402

電話番号 : +1-650-620-9000 FAX : +1-650-435-5965

携帯電話 : +1-650- 339-2772 (渡邊) 、+1-650- 245-8445 (若井)

メールアドレス : info@a-z-usa.com

現地では、日本人スタッフが 24時間体制で皆さんの緊急時のサポートをします。

滞在先やインターンシップ先でのトラブルや要望等があった際は必ず相談し、現地で解決して下

さい。

私たち AZusa は、学生の皆さんの成長と夢の実現を、誠心誠意サポートしています。

この仕事を通して、私どもも国際社会に貢献し、また人として成長させていただけることを

感謝しています。あなたの未来に向けて価値ある体験となりますよう、多くの素晴らしい出会い

をされますように、心から応援しています。



インターンシップ先企業

※仕事内容は、研修時期や職場事情、研修生の英語能力等の適正によって変わる場合がありますのでご注意下さい。

1.

分野 旅行

会社･団体について

1995年に設立された旅行会社。航空券、ホテル、そしてレンタカーの手配を中心にサポート

している。また、カスタマイズのツアーパッケージも提供している。一人一人の顧客に対応

し、旅行全般のサポートを行っている。

実習地 Silicon Valley 受入人数 1 名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (9:30-17:00) 服装 Business Casual

英語力 中級以上 英語使用頻度 100%

必要スキルと経験 特になし 勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

航空券予約の基礎、他社のツアーの販売許可申請等、自社 PRのパワーポイント作成等

< 参加者の感想 >

社会に出るにあたって、日本だけでなく、海外から見た日本を見るために参加しました。この実

習により、より深く自分の興味分野が広がり、これから様々な業界を見る上で役に立つと思いま

す。時間や仕事に関して日本よりもラフなところがあると感じました。 コミュニケーション面

でも日本よりすごくフレンドリーなため、会社の雰囲気などはもちろん、やりやすかったです。



2.

分野 メディア / 出版

会社･団体について

サンフランシスコに位置するローカルの NPO団体。1981年に設立され、日系アメリカ人の

歴史を守る活動を行っている。ツーリストセンターや出版業などに関わっている。

実習地 San Francisco 受入人数 2名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (10:00-18:00) 服装 Business Casual

英語力 中級以上 英語使用頻度 80%

必要スキルと経験 特になし 勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

日系アメリカ人の歴史の調査や、公報のお手伝い、書籍の管理/整理、ツアーの付添い、日本

人の方の通訳、日本語でインタビューを録音したデータを日本語の文章に書き出す業務等

3.

分野 学校

会社･団体について

1915年に設立されたシリコンバレーの中心に位置する高校。約 600人の生徒が通っている。

実習地 Silicon Valley 受入人数 数名



勤務曜日 / 時間 月〜金 (9:00-17:30) 服装 Business Casual

英語力 初級以上 英語使用頻度 30%

必要スキルと経験 特になし 勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

- 日本語クラスのアシスタント

- 事務：次の授業に向けての書類作成

- 先生とのミーティング参加

4．

分野 加工機器メーカー

会社･団体について

東証一部のシリコンウェハー加工機器トップメーカー。精密加工装置や精密加工ツールを主

に取り扱っている。海外にも多く拠点を持っている。仕事では常にベストを尽くすこと、そ

して楽しむことをモットーにしている。

実習地 Silicon Valley 受入人数 1名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (9:00-17:00) 服装 Business Casual

英語力 中級以上 英語使用頻度 40%

必要スキルと経験 - 半導体に興味がある方

- 理工系の方

勤務時必要な物 特になし



研修生の業務内容

- 半導体製造装置の検査、メンテナンス、加工体験など

- リサーチ

- 従業員対象ミーティング参加

- 最終的にプレゼンテーションで研修の成果を発表

5．

分野 小売り - アパレル

会社･団体について

サンフランシスコのジャパンタウンに位置するアパレルショップ。

有名な日本のファッションブランドを取り扱っている。

実習地 San Francisco 受入人数 1名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (11:00-18:00) 服装 Casual

英語力 中級以上 英語使用頻度 100%

必要スキルと経験 特になし 勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

洋服販売、オンライン業務、レジ業務、品出し等



6．

分野 食品貿易

会社･団体について

北カリフォルニアを中心に事業を展開している創業２７年の食品メーカー。

実習地 Silicon Valley 受入人数 数名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (10:00-18:00) 服装 制服支給。

英語力 初級 - 中級 英語使用頻度 30%

必要スキルと経験 特になし 勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

- 製品の包装・輸送準備、トラックへの搬入/搬出、清掃、製品の配達

- 食品分析

- 工場内にある機械の修理、メンテナンス

7．

分野 システムインテグレーション事業

会社･団体について

アメリカではサンフランシスコ、サンディエゴ、ニューヨークなどに拠点を持つ。

システムインテグレーション事業や情報処理機器販売事業を中心に事業を展開している。

実習地 San Francisco近郊 受入人数 1名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (8:30-17:30) 服装 Business Casual

英語力 中級以上 英語使用頻度 30%

必要スキルと経験 - ソフトウェア関係に興

味がある方

勤務時必要な物 特になし



研修生の業務内容

北米におけるソフトウェア製品開発、海外事業開拓現場の視察、体験

8.

分野 IT開発-自動車

会社･団体について

自動車と情報通信の両方が関連する先端技術の研究及び開発を目的として設立された。

クルマへの実用化に向けた新技術の開発や提案にも積極的に取り組んでいる。

実習地 Silicon Valley 受入人数 1名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (9:00〜17:00) 服装 Business Casual

英語力 中級以上 英語使用頻度 50%

必要スキルと経験 -自動車関係に興味がある方

- ITに興味がある方

勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

- 米国西海岸における最適充電制御技術に関する実証実験データのまとめ及び解析

- 電気自動車の地域最適充電アルゴリズム

< 参加者の感想 >

グループの一員として学生でありながらも責任のある仕事を任せてくださった。

私は将来自動車に携わる仕事がしたいと思っており、今回の研修はその夢に近づく良いきっかけ

になったと言える。また自動車のことはもちろん、日本とアメリカでは業務形態が多少異なるが、

学生のうちに業務経験を通じて、社会人としての責任や仕事のやりがいを学ぶことが出来た。



9.

分野 貿易 / 物流

会社･団体について

創業３５年の信頼と実績を誇る日系の食品貿易会社。

ギフトを中心に日本とアメリカに届けている。全世界からの厳選商品を取り揃えている。

実習地 San Francisco近郊 受入人数 1名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (8:00〜17:00) 服装 Business Casual

英語力 初級以上 英語使用頻度 60%

必要スキルと経験 特になし 勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

HP に使用される商品の説明文の翻訳、HP の作業テスト、商品の梱包、事務作業等 一般事

務として電話での顧客対応、注文データの入力と確認作業、発送準備、発送作業や買い付け、

荷物受取等

< 参加者の感想 >

就活が目前になり、私自身海外事業部やグローバルの会社に興味があり、海外の会社と日本の会

社がどう違うのか興味があり参加させていただきました。会社の中で日本語と英語が飛び交う環

境の中ですごしました。最近では日本の会社でも英語と使うと聞いて、このような似た環境で経

験できて良かったと思いました。研修が進むにつれ、カタログのレイアウト作成や会社の売り上

げデータを Excel上でまとめたりと重要な仕事を任せられるようになっていった。今回の研修を

通して自分が任せられた仕事をほかの人に説明するとき、いかにわかりやすく説明するか、上司

の人に呼ばれたら必ずメモを持参するなど、社会人に必要なマナーを体験することができた。



10.

分野 IT

会社･団体について

当時パナソニックでエンジニアとして活躍していた 3人が新しいオフィス用ソフトウェアを

開発し、1997年に「サイボーズ」という名前でビジネスをスタートさせた。企業の効率化を

図るソフトウェアやプラットフォームを提供している。

実習地 San Francisco 受入人数 2名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (9:00-18:00) 服装 Business Casual

英語力 初級以上 英語使用頻度 40%

必要スキルと経験 特になし 勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

セールス アシスタント（米国進出日系企業の情報整理、顧客情報整理、営業同行体験、社内

ミーティング参加体験等）

11．

分野 学校

会社･団体について

サンタクララに位置する短期大学。

大学編入先には UCバークレー校や UCサンフランシスコ校がある。

実習地 Silicon Valley 受入人数 1名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (クラスによって時

間が異なる)

服装 Business Casual



英語力 中級以上 英語使用頻度 100%

必要スキルと経験 自分から進んで作業に取り

組める方

勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

- ESL 先生のアシスタント (一人の先生について回る、最後にはクラスを受け持ちさせて

くれるようなアレンジも可能)

- オフィス (担当のアシスタント業務、留学生の VISAのアシスタント、オリエンテーショ

ン、アクティビティーのコーディネーション等)

< 参加者の感想 >

英語のクラス、日本語のクラス、オフィスでの実習をしました。英語のクラスは ESLクラスで、

生徒のためにクイズを作り、テストを受けさせたり、答えあわせ、点数つけをしました。さらに

先生のヘルプとして英語を教えました。日本語クラスはアメリカ人生徒に日本語を教えたり、カ

ンバセーションパートナーになったりしました。そしてオフィスで事務作業はテキストのコピー、

英語のクラスで使うゲームを考えたり、作ったりしました。

12．

分野 広域公園

会社･団体について

元々は 1850年代にアメリカの政治家が所有していた。当時建てられた家がまだ園内に残って

いる。シリコンバレーの目まぐるしい建設ラッシュが進んでいる中、美しい自然に囲まれた

この公園は地域の人々にとって大切な場所となっている。

実習地 Silicon Valley 受入人数 数名



勤務曜日 / 時間 月〜金 (10:00-17:00) 服装 Casual

英語力 中級以上 英語使用頻度 100%

必要スキルと経験 特になし 勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

- 公園管理、動物管理、ガーデニング

- 園内イベントサポート

- 観光客への対応

- 電話応答、書類整理等

13．

分野 ローカル自動車メカニック

会社･団体について

1975年に設立。地域でとても評価の高いメカニック。

実習地 San Francisco近郊 受入人数 1名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (9:00-17:00) 服装 Casual

英語力 初級以上 英語使用頻度 80%

必要スキルと経験 - 車に興味がある方

- 積極的に行動出来る方

勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容



- 自動車修理サポート

- 自動車メンテナンスサポート

- カスタマーサポート

14．

分野 レストランマネジメント

会社･団体について

1988年にビジネスが始まり、翌年に一号店を開店。クオリティーの高い日本食を提供してい

る。

実習地 Silicon Valley 受入人数 数名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (10:00-17:00) 服装 Casual

英語力 初級以上 英語使用頻度 30%

必要スキルと経験 特になし 勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

データ調査、顧客データの入力、事務作業、営業補佐、マーケティング活動など

15．

分野 ITネットワーク

会社･団体について

主に日系企業を対象にシステムインテグレーションサービス、WEBホスティングサービス、

ソフトウェア/ハードウェア販売、テクニカルサポートサービスを行っている。

実習地 Silicon Valley 受入人数 1名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (9:00-17:00) 服装 Business Casual

英語力 初級以上 英語使用頻度 30%



必要スキルと経験 - パソコンおよび携帯電

話の基本、応用操作方法

勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

- 事務全般サポート

- 日系企業顧客の ITサポートサービス

< 参加者の感想 >

この企業は社員 10人程度の会社だが、それぞれ皆が得意とすることをお互いに助け合って業務

をこなしていたのが印象的であった。また、社員がお互いに積極的にコミュニケーションをとる

ことで社員同士が仲良くなれて職場の雰囲気が温かいものになっていると感じた。一インターン

生である自分に対しても、そのような態度で接してもらえてとてもうれしく思った。実習を行う

以前は働くということに関してマイナスイメージを抱いていたが、実際に経験してみることで、

働くということに前向きになれた。

16.

分野 電子部品

会社･団体について

1964年に創業以来、エレクトロニクスの発展になくてはならない薄膜製品の研究と製品開発

を進めている。今までにない独創的な価値ある製品を提供することを使命にしている。

実習地 Silicon Valley 受入人数 1名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (9:00-16:00) 服装 Casual

英語力 初級以上 英語使用頻度 30%

必要スキルと経験 勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

- マーケティング調査 (市場価格動向)

- Sales 管理システムへの情報整理

- 製品管理情報の整理

- 営業業務アシスタント



< 参加者の感想 >

実習を通して、アメリカの企業の事や社会人としての大切な考え方を学ぶことができた。また、

企業調査、売上分析など今まで経験したことのない営業の仕事や B to Bの仕事の役割を学べ、

いい経験になった。

17.

分野 旅行

会社･団体について

設立から 30年以上の経験と広いネットワークを持つ旅行会社。ビジネスクラスとファースト

クラスの航空券取得を専門的にサポートしている。

実習地 Silicon Valley 受入人数 1名

勤務曜日 / 時間 月〜金 (9:00-17:00) 服装 Business Casual

英語力 中級以上 英語使用頻度 100%

必要スキルと経験 勤務時必要な物 特になし

研修生の業務内容

書類整理、航空券の予約確認、HPの翻訳、過去の顧客のフォローアップ、顧客のデータま

とめ、カード送付等


