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中国短期ビジネスインターンシップ  

■ 世界の英知が集うインターンシップ   

90年代に市場開放政策に切り替え、外資導入を積極的に行ってきた中国。世界有数の大企業

が中国各地に進出し、現在、世界経済をリードし、発展を続けています。日系、欧米系の大

手一流企業やホテル、大学を研修の場とすることにより、知識技術の習得、ビジネスに必要

な人脈作りが可能です。中国語学習者だけでなく、英語学習者の研修としても最適なプラン

です。 
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中国短期ビジネスインターンシップ  

■国際色豊かなインターンシップ 

グローバル化が進む今日、日本・アジアにとどま

らず、世界に通じる人材育成の研修の場を提供い

たします。日本からの参加者だけでなく、世界各

地から同世代の同じ志を持つ研修生が参加してい

ます。参加者の実に65％以上が欧米人です。 

そのため、滞在中は広く異文化に触れることがで

き、その交流は、将来世界を股に掛けるネット

ワークつくりに役に立ちます。世界を舞台とする

国際人育成の研修の場となるでしょう。 
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中国短期ビジネスインターンシップ 

2006年当該プログラムをスタートして以来、 
３８の異なる国々から1200人以上が参加している 

実績のあるお勧めのプログラムです。 

■充実した内容のインターンシップ 

• 企業での研修 

• 中国語レッスン、 

• ビジネスセミナー、ビジネスマナー講座、 

• 文化体験、 

• 観光、 

• 社会・会社見学、 

• ボランティア活動 

• 研修証明書就職活動の際の大きなアピールポイント

となります。 



Company Logo 

業種別選べる豊富なインターン先 

IT  
16% 

コミュニケーション/PR 
13% 

マーケティング/セー

ルス 
12% 

ビジネス開発/ 

コンサルティング 
9% 

グラフィッ

クデザイ

ン 
8% 

管理/事務 
8% 

エンジニア 
6% 

翻訳/ 

ジャーナリズム/編集 
5% 

イベント運営/ 

流通 
5% 

建築/インテリアデザイン 
4% 

ウェブデザイン & SEO 
3% 

その他 
11% 
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研修先企業（一例） 

提携大手企業200社超える  
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  参加費用に含まれるサービス 

出発前 ビザ申請手続きサポート・現地生活情報・インターンシップ先情報提供 

空港出迎え 現地スタッフが空港までお出迎えに上がり、宿泊先までご案内いたします。  

宿泊施設 

ホテル (twin-room/ツインルーム) 

または インターン生専用のShared-apartment.（完全個室、リビングキッチン などは共

用、テレビ、ネットなど完備、 毎週一回部屋の掃除とシーツの交換をいたします。） 

※どちらも北京、上海の市内中心にあり、交通アクセス、買い物にも便利なところです。 

歓迎パック  北京/上海地図・テレフォンカード・日本語現地の雑誌 

現地サポート 
 

地元警察局で外国人登録 
ビザの延長 
チケット予約 
24時間緊急対応  

歓送迎パティー  
(団体の場合） 

 

本場の中国料理に味わって頂けます。席上で現地スタッフ紹介を行いますので、 
これから始まるインターンに向け親睦を深めて下さい。 

中国語レッスン 
 

インターン期間中、毎週６時間の中国語レッスンがプランに含まれています。 
少人数クラス制ですので、中国語の向上も見込めます。 

文化体験、 
セミナー 

 

週2回文化活動があり、文化活動を通して・・・ 
例:カンフー、太極拳、中華料理作り、北京オペラ、中国茶道体験、万里の長城、温泉、ス
キー旅行など 
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１ヶ月参考スケジュール 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 Sun 月 Mon 火 TUE 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat

①空港へのお出迎え
②夜歓迎パーディー

①オリエンテーション
②親睦会

インターンスタート 中国語レッスン
 ８pm～９pm

カラオケパーディー
８pm

中国語レッスン
 ８pm～９pm

チャリティーイベント 中国語レッスン
 ８pm～９pm

文化アクティビティ
８ｐｍ

中国語レッスン
 ８pm～９pm

中国語レッスン
 ８pm～９pm

中国ビジネスセミナー
８ｐｍ

中国語レッスン
 ８pm～９pm

インターン最後の日
送別会　８ｐｍ

チェックアウト12時
帰国

主要行事 
1、中国レッスン 週6時間  
2、文化体験・セミナー 週2回     
3、ウィークエンド 観光・チャリティーイベント 
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参加者の声 

Charlotte Till 

 Marketing Executive, The Daily Telegraph September 2010 Intern 

“During my job interview, working in China is all the interviewers wanted to talk to me about as it made 

me different from other candidates and they all seemed genuinely interested.I think having worked in 

China shows that I’m self-motivated enough to travel across the world on my own and I am able to 

adapt to a completely different culture. Having china on my CV set me apart from other candidates.” 

 

シャーロット・チル 

マーケティング部門 ＜The Daily Telegraph  9 月2010 インターン＞ 

就職の面接で、面接官が私と話した内容のほとんどが中国で働いていたことについてでした。 

その経験が他の応募者に差をつける武器にもなり、面接官は純粋に興味をもってくれたようでした。 

中国で働いたという経験は一人で世界中を旅行することに積極的で、異文化に順応することができるという能力あ

るという効果的な裏付けになったのではないかと思います。履歴書に「中国」の2文字があることで、他の応募者に

大差をつけることができて本当に良かったです。 
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参加者の声 

Haady Sherif 

 Asset Delivery Manager ＜BAA Engineering  2010年9月 インターン> 

“My internship galvanized me to further develop and excel my skills. Going to university is just 

the beginning, in a sense you are born when you graduate. My internship set me on my way: it 

primed me for interviews, working in corporate environments, and dealing with pressured 

situations. My internship gave me a taste of success, which I have managed to build on.” 

 

ハディー・シェリフ 

 Asset Delivery マネージャー, BAA Engineering  2010年 9月 インターン＞ 

インターンシップでの経験は飛躍的に自分の能力やスキルを上げられたと思います。今考えると大学進

学はほんの始まりに過ぎなかったと思います。つまり大学卒業で初めてスタートラインに立つというこ

とになるとおもいます。インターンシップをすることで就職時の面接対応だけでなく、会社という組織

の中で自分がどのような役割をすべきか、プレッシャーがある状況下でどう対応すればいいということ

がきっちり準備できると思います。インターンシップは何かをやりとげて成功する喜びを教えてくれま

した。 
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値段見積表 

１名料金 １０名料金 ２０名料金 

189,000円（税込）  179,000円（税込） 169,000円（税込） 
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お申込の流れ 

１、希望者のカウンセリング、履歴書による書類選考 

 

２、電話面接、英語のレベルチェック・意思確認 

 

３、合格後、登録、参加費用（頭金）お支払い  

   ※紹介できない場合は10000円の手数料を除き全額返金 

 

４、企業紹介、雇い主との面接（ない場合もある）、 

   インターンシップの条件を話し合い 

 

５、インターンシップ先決定、残金のお支払い。 
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参加条件 

■ 業務を行うのに十分な英会話力があること 
       (英語力を面接の時にチェックする、特にTOEICなどの点数は問わない) 

 

■ 海外インターンシップに対応できる自立心と 

     協調性があること 
 

■ 中国の文化、グローバルビジネス、 

    インターンシップに興味があること 
 

 


