国際スタートアップ企業 Zenu のインターン情報
日程： 2018 年夏から開始
勤務エリア： 東京都内
当社に関して： Zenu ではデジタルメニューシステムを構築し、それを飲食店に提供する
ことによって、レストランで食事する人々の姿に新たな変化をもたらします。我々はまず
2020 年の東京オリンピックに向け、外国人観光客が都内飲食店のすべてのメニューを英語
表記でみられるような工夫を確立します。その後、段階的に注文システムやデジタル決済を
導入し、国内外の各店舗がより便利に、より効率よく運営されることの手助けをします。
https://zenu.launchaco.com/
インターンの意義： 資金調達前でまだ芽が出たばかりのスタートアップに興味がある人に
とって、設計・試作段階のプロトタイプが利益を創出する製品になるまでの過程を間近で見
られる、そして初期チームとしてそれに密に携わることのできる、最高な機会です！
求める人材： 日本語ネイティブ、インターナショナルな環境で働くことを楽しめる人、SNS
／マーケティング／セールズに興味がある人、他者とのコミュニケーションを得意とする
人、新しいことを学ぶことが好きな人、前向きな姿勢を持つ人、チームワークが好きな人、
そして一緒に働いて楽しい人！
日本におけるスタートアップ・コミュニティに対して熱い想いがあり、その成⾧に貢献した
い人を探しています。
役職：
セールズ インターンシップ
-Zenu を広めるため都内のカフェ・レストランに出向く
-1 店舗の契約の取りまとめにつき 1 万円の報酬が与えられます
-交通費支給

1 日あたり 1000 円まで

-あると望ましいスキル／経験：Slack の使用経験、レストランでのアルバイト経験
-インターン期間：2018 年 7 月～
-スケジュールは自由に決めてもらえます

SNS／マーケティング インターンシップ
-ソー シャルメディア に興味・ 関心あることが必須条 件(Instagram, Facebook, Google,
Twitter 等)

-英語を使用することに抵抗を感じない人―日本語の翻訳できる人
-コピーライティングに興味がある人
-交通費支給

1 日あたり 800 円まで （ほとんどの作業は自宅で可能）

-パソコンを所持している人
-Slack の使用経験があると望ましい
-インターン期間：採用からすぐにスタート
-スケジュールは自由に決めてもらえます

*セールズと SNS／マーケティングを両立できる可能性もあるため、どちらにも興味がある
方はその旨をお伝えください。

ご興味がありましたら、こちらのメールアドレス

info@zenu.menu まで簡単な自己紹介と、

どちらの役職を希望するかご連絡下さい。適宜、創設者とカフェにてカジュアルな面接の機
会を設け、詳細の説明・質問などにお答えします。
ご一読どうも有難うございました、沢山のご応募お待ちしております！
創設者について
Jared はアメリカ(オハイオ州)出身で大学では財政学を学び、JP モルガン・チェース、三菱
UFJ（ニューヨーク支店）で働いた後、東京に 6 年前に日本にやってきて電通 Creative X に
てデジタル広告のプロジェクトマネージャーとして働く。Jared の大好物は、アメリカン料
理だとブリトー、日本料理だとたこわさび。

***************************************
Internship with International Startup
When: Starting Summer
Where: Tokyo area
About: At Zenu, we are changing the way people dine-in at restaurants by building an
affordable digital menu system. Our first focus will be on the 2020 Olympics for all the
foreigners visiting Tokyo to be able to view menus in English, after that we will deploy an
ordering system and mobile payments to help restaurants be more efficient and convenient in
Japan and overseas.
https://zenu.launchaco.com/
Why: This is a great opportunity for people interested in very early stage, disruption startups
that are pre-funding, to see what its like to go from prototype to revenue and scale as a team.
You will be involved closely with the founding team!
Who we are looking for: We are looking for native Japanese speakers who enjoy working in an
international environment and are interested in SNS/Marketing and/or Sales. Someone who
is great at communicating, likes to learn and try new things, has a positive attitude, likes
teamwork and is fun to work with! We are also looking for people who are passionate about
the startup community in Japan and want to help it grow.
Roles:
Sales Internship
-Reaching out to restaurants/cafes in Tokyo to expand Zenu
-Paid commission (1 万円/location) for signs-up
-Paid Transportation (up to 1,000 円/day)
-Prefer someone with restaurant work experience
-Experience using Slack preferred
-Starts July 2018
-Schedule is flexible
SNS/Marketing Internship

-Must be interested in social media (Instagram, Facebook, google)
-Comfortable with English -> Japanese translation
-Interest in copywriting (Japanese)
-Paid Transportation (up to 800 円/day), mostly work-from-home
-Must have own computer
-Experience using Slack preferred
-Starts ASAP
-Schedule is flexible
*It may be possible to do both Sales and SNS/Marketing, please let us know if you are
interested in both.
If you are interested, please email info@zenu.menu

with a brief introduction of yourself

and what role you are interested in. If a good match, the founder would like to meet you for a
casual interview at a cafe and we can introduce ourselves and answer any questions.
Thank you and we look forward to hearing from you soon!

About the founder
Jared is from USA (Ohio) and studied Finance in college. After that worked for JP Morgan
Chase and Mitsubishi UFJ (New York branch), and moved to Tokyo 6 years ago and worked
for Dentsu Creative X as a project manager for digital advertising. Jared's favorite American
food is burritos, and favorite Japanese food is octopus and wasabi (たこわさび).

