H30 ShiriBeshi留学ウィンタープログラム
No.

1

企業名

(有)利尻屋みのや

受入企業一覧（１）
2
㈱アンビックス
（ホテル甘露の森）

別紙1-1
3
Japan Powder Connection

4
モイワリゾーツオペレーション合同会社
（THE LODGE MOIWA 834）

5
HTM㈱

ロゴ

HP
事業内容
事業所所在地
勤務地

業務内容

otaru-sakaimachi.com/利尻屋みのや本店
www.kanronomori.com
小売業（昆布専門店）
ホテル運営
小樽市堺町1-20
ニセコ町ニセコ415
小樽市堺町1-20
ニセコ町ニセコ415
商品の企画、製造、販売等の業務を通して、 フロント、レストランでの接客サービス
実践的にマーケティングを学べるインターン
シッププログラム。下の写真は、過去のイン
ターン生が企画・開発した商品。実際に通常
メニューとして商品化したものもある。

▲過去のインターン生が企画・開発した

また、小樽雪あかりの路（2/8-2/17）の開催
インターンで学び、 期間中には、学生ボランティアチーム（下記
経験できるもの
HP参照）のメンバーとしての活動も。

8:45-16:00（休憩45分）、雪あかりの路期間中 9：00-22：00の間でシフト制
は、イベント業務時間に準ずる。
（8時間勤務、休憩1時間）
4週6休程度
週2日 ※シフト制

参加者に求めるもの 笑顔

特になし

望ましい英語レベル 中学レベル～

日常会話レベル～

給与・手当等
宿泊場所

無給
無給
雪あかりの路ボランティア登録料は会社負担
小樽市内のゲストハウス （料金は調整中）

ホテル甘露の森客室以外

宿泊費

無料
観光客に人気の小樽にショップを構える昆布 朝、昼、夜と食事提供あり（無料）
の専門店です。当店へのお客様は、日本人 サービス業未経験者も歓迎です。
はもとより、中国、韓国、タイ、マレーシアなど
その他参加特典や 多様です。特に冬季間は外国人比率が高くな
ります。お客様への会話など、積極的な接客
PRポイント等
を通じて、コミュニケーション能力や外国人に
対する抵抗感の軽減を育むことができます。
受入可能期間
受入人数

https://www.nisekohotel-dh.com/
スキー場・ホテル運営
ニセコ町ニセコ447-5
ニセコ町ニセコ447-5
冬は80％のお客様が海外から訪れ、インター
ナショナルな環境の中で、お仕事をしていた
だく事ができます。お客様との距離も近く、ニ
セコ留学の醍醐味をきっと体験いただけると
思います。また目の前はスキー場でリフトフ
リーパスも皆様にお配りしてます。お仕事の
時間はインターナショナルな環境で仕事に励
み、オフタイムは世界でも屈指のパウダース
ノーを存分に仲間と楽しむ！そんな3ヶ月をニ
セコで過ごしませんか？

www.htmniseko.com
ホテル、コンドミニアム管理運営
倶知安町字山田91-1
木ニセコ、Skye Niseko、ニセコセントラルほか
■ハウスキーパー（木ニセコ／Skye Niseko）
ホテル内清掃、ベッドメイク、アメニティ補充等
■レストラン（Skye Niseko）
接客、注文を受ける、キッチンとコミュニケー
ション、テーブルの準備、レジ等
■ホスピタリティ（木ニセコ／Skye Niseko／ニ
セコセントラル）
ホテルフロント、コンシェルジュ、ベル業務

70％が海外からのお客様ですので、自身の Develop English skills, develop ski instruction
語学力を試すことが出来る。又、社会で必要 skills, experience the fun Niseko winter life
なコミュニケーション力を養うことが出来る。 with lots of free time, make your own hours
and learn how to budget your time and meet
deadlines; experience working with people
from all over the world; experience in the
tourism industry and operations management.

http://daidai-otaruyukiakari.strinkingly.com

勤務時間
（休憩）
休日・休暇

www.japanpowderconnection.com
スキーガイド業、旅行代理業
ニセコ町東山39-1
ゲレンデもしくは滞在先（フリーアドレス）
Ski Instruction, Administration, Driving,
Coordination, and preparing a summer nature
tours itineraries, translation services, explore
new tourism sites for nature tours research,
Represent the company in business dealings
in which the participant would act as a
translator/communication liason.

2/5-3/6
随時（最短：1か月間）
2名
2名
英語だけではなく、韓国語や中国語に興味あ 人と接することが好きな人
る。実践的なマーケティングが学びたい。まち
こんな人にオススメ づくりに興味がある。

■レストラン
■マーケティング（HTMオフィス）
・主に英語でオーダーを取り、提供
マーケティング活動（ブログ、フライヤーの配
・キッチン経験ある人は、キッチン調理補助も 付、イベント活動等）
可
・ラテアート、カクテルなどの作り方も習得可
英語、異文化コミュニケーション、ホテル・ホス
■レセプション
ピタリティ産業が学べます。
・チェックイン／チェックアウト、予約対応等
・電話、メール対応
・その他、足りない部署（清掃・リネン・レストラ
スキーレッスンの時間は8:30-16:00。その他、 5:00-23:00の間でシフト制
ポジションによって異なる。
基本的には、PCを使い自分の時間で仕事を （8時間勤務、休憩1時間）
（6-8時間勤務、休憩45分～1時間）
する。（フレックス）休暇も個人の都合に合わ
月７日 ※本人の希望に合わせてシフト可能 週2日 ※シフト制
せて応相談。
運転免許(必須)、スキー指導・旅行代理業免 心温まるホスピタリティーをお届けできる方
運転免許（マーケティング）
許（共にあれば尚良し、必須ではない）
何事にも一生懸命取り組んで頂ける方
中～上級レベル

日常会話レベル～

日常会話レベル～ （ハウスキーパー以外）

時給1,000円

時給1,100円（まかない1食付き）

時給835円

倶知安町もしくは蘭越町（湯の里）
（1人もしくは2人部屋）

ニセコ町字ニセコ447-5
（7畳ワンルーム、2人部屋、2段ベット）

倶知安/ヒラフ地区（2～5人部屋）

月 50,000円
There is potential for long term employment
after the participant graduates from
university. We are looking for a year-round
administrative assistant.

月 15,000円（光熱費込）
若いスタッフを中心とした活気のある職場で
す。冬季はお客様のほとんどが外国人である
為、インターナショナルな環境でお仕事ができ
ます。
・モイワスキーリゾートのスキーパスが無料で
利用可能。（近隣のスキーパスも数に限りが
あるが貸出可）
・勤務日のみ、まかない1食付き

随時（最短2/5-3/6）
1名
ニセコでスキー業界で働きたいと思っている
人

月17,000円
HTMはニセコ地区最大の独立系不動産管理
運営会社です。多国籍なスタッフと共に職場
や寮で交流することが可能です。
勤務期間が1ヶ月未満の場合は、ポジション
によって対応可能ですが、手当内容に変更が
あります。ご相談ください。

12/1-3/31 （最短2ヶ月 ※応相談）
12/1-3/31（最短2/5-3/6）
10名程度
10名
スキー、スノーボードが大好き！冬のニセコを 外国にいるような環境でお仕事してみたい
満喫したい！インターナショナルな環境で働き 方、新しいことにチャレンジしてみたい方、外
たい！
国に行ってみたいがその一歩が踏み出せな
いでいる方

H30 ShiriBeshi留学ウィンタープログラム
No.
企業名

6
H.S.C.JAPAN合同会社
（HOKKAIDO SKI CLUB）

受入企業一覧（２）

別紙1-2

7

8
㈱すすきの浪花亭
（炉ばたにせこ浪花亭）

9
㈱デリシャスフロム北海道
（杏ダイニング）

robata-naniwatei.com/ja
飲食業（日本料理店）
札幌市中央区南4条西4丁目松岡ビル1階
倶知安町樺山259 ハックルベリーファーム内
通訳、翻訳接客、一般的なホール係、洗い
物、掃除、調理補助等

www.andining.com
飲食業、ケータリング、加工品製造・販売
倶知安町山田183−43 ホテル木ニセコ1階
倶知安町山田183−43 ホテル木ニセコ1階
洗い場、朝食、昼食、夕食のフロア接客ぎょう
む、調理補助、カフェおよびバーの補助など、
ホテル内レストランでの業務。清掃、接客、調
理など多岐にわたり経験可能。外国人スタッ
フが多く、英語でのコミュニケーションが必要
です。

www.grand-hirafu.jp
リゾート施設運営（スキー場、ホテル）
倶知安町山田204
ニセコグランヒラフ（スキー場・ホテルニセコア
■スキー場
チケットカウンター、インフォメーション、ス
キースクール受付、ゲレンデレストラン他

外国人スタッフと仕事をする機会が多くあるの 和食を通じた接客、日本の文化的な教育、マ 英語、カジュアルからフォーマルな接客、調理
で、英語の習得に役立ち、海外から来た人た ナー、挨拶
技術、ラテアート、カクテル、ワインの提供方
ちと交わることができます。また、お客様の中
法から知識、特殊な清掃技術、国内及び国外
も外国人がほとんどなので、英語での接客な
の観光マーケティング、地元高校との関わり
ども日常となります。その他、フランス人のス
による人材育成、経営
タッフも多いので、フランス語に興味のある方
も大歓迎です。（ただし仕事中は英語でのコ
ミュニケーション）
外資系企業での経験、留学準備をしたい方に
もオススメです。

来場客の半数以上が外国人の環境で全ての
接客シーンにおいて外国語が必要となる中
で、既に語学力がある方もこれから勉強しよう
という方にも最適な環境があります。スタッフ
には海外生活を経験している者も多く、様々
な情報や刺激を得ることができます。

The Niseko Supply Company㈱

10
㈱東急リゾートサービス

ロゴ

HP
事業内容
事業所所在地
勤務地

www.hskiclub.com
スキーガイド業、旅行代理業
倶知安町字樺山37-83
ニセコエリア
Admin work, learning how to manage and
organize booking be in charge of concierge
for client, driving duties.

www.odin-living.com
飲食業
倶知安町字山田190-13 OdinPlace内
倶知安町字山田190-13 OdinPlace内
Odin Place内にある飲食店
Musu, KOKO, Aplinist
での接客、調理補助

業務内容

The intern will be exposed to the
international environment, where he or she
will be able to further develop conversational
English language. As well as how to manage
the tourists from the Asia Pacific region,
learn about their needs and understand them.
Working in our company the intern will also
be exposed to the organization that is very
flexible and oriented to the client's needs in
a way that the service is very personalized
インターンで学び、 and unique to Japan.
経験できるもの

勤務時間
（休憩）
休日・休暇

■ホテルニセコアルペン
フロント、クローク、売店、レストラン、レンタ
カー受付他

1日4-8時間程度（休憩30m）

14:00-23:00（休憩1h）

6:00-24:00 ※シフト制 （休憩30m-1h）

週1日
運転免許（必須）
参加者に求めるもの
中国語もできると尚可

週1日以上（応相談）

週1日 ※シフト制

週1～2日

1日7時間勤務（休憩1h） ※シフト制
セクションによっては中抜け、残業有り
月6休

バリスタの経験があれば尚良し

特になし

間違いを気にせず話す度胸

英語を勉強する意欲

望ましい英語レベル 中～上級レベル

日常会話レベル～

日常会話レベル～

中学レベル～

日常会話レベルあれば尚可（無くても可）

時給810円

時給900円

月8万円（手当なし）

¥900/h

時給1,000円
（職種・スキルによっては英語手当＋50円）

樺山のクラブハウス（2人部屋）

倶知安町字山田170-212 シェアルーム

倶知安町樺山259 ハックルベリーファーム内

倶知安町字山田105-6 柊山荘
（10畳＋ロフト 1人部屋）

倶知安町字山田 （4人相部屋）

月60,000円
Applicant must be open to work in a fast
paced winter environment and be open
minded.

無料
働きながら英語に慣れ親しむことができます。
ニセコひらふのランドマーク的な建物、Odin
Place内の国際色豊かな職場で働いてみませ
んか？

無料
・毎日1食のまかない有り。（休日も）
・札幌研修有り
・営業前は自由時間。
・外国人スタッフとの英会話、料理教室等。ス
タッフにスノーボードのインストラクターがいる
ので、ボードやスキーを教えてもらえる。

日1,000円（光熱費込）
バイキング形式の朝食から、カジュアルラン
チ、ファインダイニングディナーまで、様々な
形の接客を体験できる。各国の文化やマ
ナー、宗教に対応した接客を学ぶことができ
る。調理技術、清掃技術、ラテアート、カクテ
ル、ワインなどの知識を学ぶことができる。

月1,000円（水道・光熱費込み）
・要件を満たす場合は社会保険に加入
・グランヒラフリフト券無料貸与
・従業員食堂（昼、夜各300円）
・売店、レストラン従業員割引有り

随時（最短2/5-3/6）
4名
将来留学や海外起業を考えている方の人脈
作りに。英語を超短期で学びたい方

11月下旬-4月上旬（最短12月上旬-3月下旬）
2-3名
積極的に英語環境で学びたい方。これから海
外へのワーホリを検討されている方は、ワー
ホリ帰りのスタッフが多数で情報収集も可能。

給与・手当等
宿泊場所
宿泊費

1日8時間 （仕事量によって変わる）

その他参加特典や
Working with the professionals in the industry
PRポイント等
in a fun and fulfiling environment. Provided
・出勤日まかない有り。
training for ski or snowboard or telemark
skiing. International standards of work.
受入可能期間
受入人数

12/1-3/31（最短12/15-3/15）
1名
We would like to offer internship to
paticipants who have ski instructing
こんな人にオススメ experience and would like to work in Ski
industry in the future. Open minded person
who is willing to learn and be proactive.

随時（最短2/5-3/6）
随時（最短2/5-3/6）
2-3名
2名
接客が好きな人、楽しくハッピーに働きたい
日本料理を通して日本の文化や礼儀作法を
人、留学直前のプチ留学体験したい人、外国 学びたい人
人の友達を沢山作りたい人におススメ☆

H30 ShiriBeshi留学ウィンタープログラム

受入企業一覧（３）

別紙1-3

No.

11

12

13

企業名

㈱NISEKO APLINE DEVELOPMENTS

Niseko Concierge㈱

㈱NISEKO MANAGEMENT SERVICE

www.niseko-concierge.com
宿泊施設、レストラン運営等
倶知安町山田193-22
ヒラフエリア
■宿泊施設運営に関する業務全般(チェックイ
ン・アウト、客室のセットアップ、外国人マネー
ジャーの通訳・アシスタント、朝食準備など)

vacationniseko.com
宿泊業、不動産管理業、旅行業
倶知安町山田179-8
事業所所在地および同地区内管理物件の所
・接客（フロントデスク・ゲストサービス）
・客室清掃及び整頓・客室備品等チェック
・イベントアシスタント
・簡単な除雪・物件管理業務

14
日本ハーモニーリゾート㈱
（Niseko Internationl Snowsports School）

15
ペンショングランパパ

ロゴ

HP
事業内容
事業所所在地
勤務地

www.nisade.com
不動産管理業
倶知安町山田190-6
The Vale Niseko, The Maples, Always Niseko等

・フロントデスク
・レストランホール
・レストランキッチン
・ハウスキーピング
業務内容

詳細は、上記HPの「CAREERS」から閲覧可

At NISADE participants will have the
opportunity to work as part of an
international team and use English in the
workplace. We have many departments such
インターンで学び、 as hotel, tourism agent, F&B, and Real
Estate, so there are many opportunities. For
経験できるもの
example they may learn how to communicate
effectively between each other and different
teams, new software, or coffee making and
bar skills.
勤務時間
（休憩）
休日・休暇

1日6-8時間
（休憩はポジションによって異なる）
週2（ただしピーク時は週1）

参加者に求めるもの

宿泊場所

労働基準法に準拠
基本は週2。希望者は、週休1日でも可

時給1,050～1,200円
（ポジションによる）

日常会話レベル～
または初心者で上達意欲のある方
時給1,000円以上（英語力、勤務可能期間に
よりさらに優遇）（残業・深夜手当あり）

ヒラフ・泉郷エリア
（1-5人相部屋 ※タイプによる）

宿泊費

月55,000-70,000円（※タイプによる）
Opportunity to improve English speaking and
listening both at work and by living in staff
accommodation.
その他参加特典や We are looking for enthusiastic people who
feel passionate about customer service and
PRポイント等
excited to work on a diverse team. Some
English skills are required but the necessary
level depends on the exact role.
受入可能期間
受入人数

顧客はほぼ100％外国人、従業員は60％外
国人です。約30名の少数チームですが、その
分外国人スタッフと全く同じ業務が実践で経
験可能。ただ単に英会話を学ぶのではなく、
将来の就職、起業やワーホリに直接つながり
役立つ経験と英語力と知識が得られます。ま
た、小さな会社のメリットとしては、NZ人と日
本人のマネージャーから直接、当社のバック
グラウンドである観光業・不動産投資/開発/
管理・ホスピタリティ・起業・マーケティングな
どに関する実際の流れや実践的な知識、海

運転免許保持者優遇（必須ではありません）

望ましい英語レベル 日常会話レベル～
給与・手当等

■レストランでの予約電話対応やホール業務
など、英語での接客業務
(英語力や、主に何を学び経験したいかの希
望と合わせ、勤務ポジションを柔軟に対応・調
整)

11/19-3/31（最短1月～3/6 ※応相談）
最大6人
We are also looking for people who would
consider a career in the tourism or hotel
こんな人にオススメ industry as we may be able to offer
employment after the internship.

弊社は、外資系企業です。海外での就業経験
があるスタッフも多く活躍しています。また、冬
季のお客様は95％が外国人です。外国人ス
タッフやマネージャーと英語を使ってコミュニ
ケーションをとる機会も多いと思いますが、何
よりも高級コンドミニアムでの宿泊業がどのよ
うに運営されているのか、物件がどのように
管理されているのか、スキーリゾートでどのよ
うなサービスが必要で可能かなど学ぶ機会も
多いと思います。さらに、リゾート開発の現場
を視察し、今後のインバウンド観光と地域の
発展を持続可能な社会へと繋げていくための
課題を考えるよい機会になると思います。実
際に様々な職種で働くことを通じて得られる経
験はさらに充実し、活きたものになると考えま
す。
客室清掃は、10:00-16:00（休憩あり）
その他はシフトによるが8時間勤務（休憩1h）
シフトによる。1日8時間/週40時間以内
運転免許あれば尚可
（12/1から参加の場合、冬道運転講習あり）

hanazononiseko.com/ja/winter/ski-school
スキー・スノーボード教室運営
倶知安町岩尾別328-36
倶知安町岩尾別328-36
Provide customer service for international
guests for our snow sports school.

その他詳細は下記HP参照
http://www.grandpapa.co.jp/staff/

Build relationships with local Japanese
students looking to enter the tourism
industry once they finish university.

外国のゲストやスタッフとの実践英語体験や
異文化コミュニケーションをはじめ小規模宿泊
施設ならではのゲストハウス経営のノウハウ
（希望者はウェブマーケティングをはじめとす
るビジネスマーケティング）
そしてお料理やハウスキーピング等の実践ス
キルを身に着け多方面で即戦力として活躍で
きる能力の習得。

8:00-17:00（休憩1h）

朝4.5時間程度 夕方1時間程度

週1日

週1日

特になし

日常会話レベル～

中～上級レベル

時給1,000円

時給1,329円

倶知安町山田地区もしくは樺山地区
（個室∼4人部屋 ※タイプによる）

自社寮
（3-4人部屋、大部屋もあり）

倶知安町山田91-3（3人部屋）

月額無料～50,000円(※タイプによる)
①小さな会社でアットホームな雰囲気なので、
英語の上達が速い。昨年いた女性スタッフは
4か月で“ペラペラ”に近いレベルまで伸びた
方も。②スキー・ボードスクールで無料でレッ
スン受講可。休みの日はいつでも滑れます。
③国際色豊かなチームです。(昨年度:イギリ
ス/ニュージーランド/フランス/スペイン/中国
/米国/カナダ/ポーランド等)

日1,300円
日850円
・労災加入。大学生は社会保険の加入はあり ・グランヒラフ/ハナゾノリフト券無料
ません。
・レッスン、アクティビティ従業員割引あり
・グランヒラフ/ハナゾノ リフト券無料
・提携小売店、スーパー、レストランにて
Vacation Niseko従業員割引あり。
・12/1開始の場合には、12月上旬のパー
ティーに参加可能。

12/10-3月まで（最短2/5-3/6）
12/1-3/6（最短期間も同様）
若干名
1-2名
・とにかく英語、その他外国語が上達したい！ 将来的に国際観光業で活躍したい人
・留学・ワーホリ・外資系/海外就職したい！
・スキーやスノーボードが上達したい！
・将来の目標が未定で自分を発見したい！

www.grandpapa.co.jp
ペンション運営
倶知安町字山田163
倶知安町字山田163
朝食の準備片づけ～館内掃除
朝～お昼で終了
午後スタッフ夕飯の前1時間程度お手伝い
夜のレストランのシフトに入る方は時給1000
円

中学レベル～
7万円/月～
夜のレストランのシフトに入る方は時給1000
円
倶知安町字山田163（6畳個室）
無料
・朝、夕飯無料（自炊の場合も有。昼食も日に
よっては有）
・無料リフト券2枚をシェア。
・アットホームなペンションで住み込み異文化
体験。受け入れも多数経験ありです。
https://www.facebook.com/pg/Nisekoemploy
ment/photos/?ref=page_internal

12～3月（最短2/5-3/6）
2/5-3/6
2名
2名
英語を積極的に使いたい方、チームワークを 異文化交流したい人。アットホームな環境で
大切に出来る方
外国人客と触れ合う時間が長いペンション業
務希望の方。

H30 ShiriBeshi留学ウィンタープログラム
No.

16
Yuki Kamui㈱
(IWANAI RESORT)

企業名

ロゴ

HP
事業内容
事業所所在地
勤務地

https://iwanairesort.com
リゾート運営・開発
岩内町字野束350-4
岩内町字野束350-4
・コース整備・キッチン業務・バーテンダー・お
客様対応・事務業務

Yukikamui株式会社では外国人含む約20名の
スタッフと連携を取りながら仕事をしてもらい
ます。実践的な英語を学びながらチームワー
ク力、異文化コミュニケーション力を培うことが
できます。スタッフはIwanai Resortに来場され
たお客様に対して如何に満足してもらえるか
を考え仕事に取り組んでいる為、おもてなし
やホスピタリティも学べる環境です。また、社
長は元ハドソンの代表取締役や外資系上場
企業の社長を長年務めていた一流ビジネスマ
ンであり、会社経営などを将来視野に入れて
いる方にとっては近くでマーケティングやビジ
インターンで学び、 ネスのノウハウを学べる良い機会だと思いま
経験できるもの
す。リゾート開発、異文化コミュニケーション、
インバウンド観光等に興味がある方は是非ご
応募ください。
業務内容

勤務時間
（休憩）
休日・休暇

7：00-18：00で6-8時間（シフト制）
(休憩は勤務時間により45m・1h)
週1日(シフト制) ※希望は柔軟に対応可

参加者に求めるもの 元気よく挨拶できる方
望ましい英語レベル 中～上級レベル
給与・手当等
宿泊場所

無給
岩内町字野束506-18（2人部屋）

宿泊費

無料（食事も3食無料）
・社用車利用可、無料リフトパス。
・多国籍の外国人スタッフと共に生活をして共
に仕事をする為、英語環境で実践的な英語の
その他参加特典や 習得可能、バー社員割引(ビール、ワイン等)
・スキー、スノーボード環境
PRポイント等
・スタッフは皆フレンドリーで月に数回パー
ティーが開催されます！
受入可能期間
受入人数
こんな人にオススメ

12/15-3/6（最短2/5-3/6）
2名
柔軟性、前向きな人、やる気のある人、面白
いこと好きな人

受入企業一覧（４）
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