Japan/Germany

Hybrid
Internship
@Bosch 2019

Yokohama, Japan / Stuttgart, Germany

理系学生の皆さんへ

ボッシュで電動化自動車に従事する
インターンシップ体験にチャレンジしませんか？
世界最大級の自動車機器サプライヤーであるBoschのビジネスに国境はありません。
世界中の国と地域で、多様な社員達がグローバルに連携し、製品開発活動を行っています。
Japan/Germany Hybrid Internship 2019を通じて、電動化自動車関連でのグローバル
協業を体験してみてください。裏面URL（QRコード）より、このプログラムの体験記事を読んで
みてください。裏面メールアドレスよりお問合せ、ご応募をお待ちしております。
Dear Students with sciences background,

Why don t you challenge the internship
at Bosch related electrified vehicle?
There is no border in Bosch, one of the biggest automotive suppliers in the world.
Diversified associates at Bosch collaborate & develop product together globally. Through
Japan/Germany Hybrid Internship 2019, you can experience this global activity in the area of
electromobility. You can refer to an experience article by QR code on the back page.
You can contact us for questions or apply for the program by e-mail on the back page.

募集期間

通年で募集しております

実施期間

4ヵ月間（ 約 1ヵ月：横浜事務所で
インターンシップ

実施場所

横浜、
シュトゥットガルト
（ドイツ）Yokohama, Japan / Stuttgart, Germany

ドイツでの就業を

約 3ヵ月：約 3ヵ月体験

詳しくは裏面をご覧ください

）

実施内容

Contents

電動化パワートレイン製品の開発現場での就業を日本、
ドイツの両
拠点においてご経験いただきます。
グローバル規模での開発活動を
多様なチームメンバーの一員として経験可能なポジションをご用意
しております。また、インターンシップ終了後はマネジメントに対し
て経験された内容を中心とした最終プレゼンテーションを行ってい
ただきます。
We provide you an opportunity to work at R&D department of electrified
powertrain products both in Japan and Germany. Through this program,
you can experience to work in a global environment and as a part of a team
with diverse members. After the program, you will have an presentation
session to managements in Japan about your experience at Bosch.

募集期間

Application Period

通年で募集しております。

対象

Participants

・日本国内の大学・大学院に所属している学生
・電動化車両に関連する研究を専攻している学生
・自主性、ビジネスで用いることのできる日本語力、英語力
・Bachelor or Master students at a university in Japan.
・Major in the sciences related to electromobility.
・Self-initiated mindset, Business level English & Japanese language skill.

サポート

Support

当社国内 /ドイツインターンシップ規定に基づく。詳細は選考時に
説明。
ドイツへの渡航費は当社にて負担いたします。
Based on Bosch Internship regulation (Japan/Germany). More Details will be
explained during the selection phase. Flight cost to Germany will be born by Bosch.

We are recruiting throughout the year.

実施期間

選考の流れ

4ヵ月間：約1ヵ月間、横 浜事務所でインターンシップを行い、その
後ドイツでの就業を約 3ヵ月体験していただきます。

Selection Procedure

Duration of Internship

The program will begin with a 1 month internship in our Yokohama office.
After the internship at Yokohama,
you will experience the internship in Germany for 3 months.

Inquiry & Application
1. インターンシップ
Document Screening

Yokohama

2. 就業体験
Telephone Interview

Germany

Final Interview

3. ファイナルプレゼンテーション

M~E/May @Yokohama office

Japan

お問合せ / 応募方法

Application Procedure

応募はメールにて受け付けます。

【メールアドレス /Email Address】recruiting-Yh-2@jp.bosch.com
件名は『Hybrid Internship 2019_ 姓 _名』とし、必ず氏名を入れ、履 歴書、英文レジュメを添付し応募してください。
Please send your resume(both in Japanese & English) & preferred starting timing via e-mail.
Title of mail: Application_Hybrid Internship 2019_ Your name

【体験談 URL/QRコード】https: //saiyo.boschjapan-brandtopics.jp/intern/seasonal/hybrid/

皆様の熱意ある応募をお待ちしております。
We are looking forward to seeing you.

