令和４（2022）年度ShiriBeshi留学サマープログラム受入企業一覧
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MY ECO LODGE SDN.BHD

株式会社 NAC

緑の木株式会社

HTM株式会社

No.

企業名
Company name

ラフティングやダッキー、カヤック、バックカントリー、イン

事業内容

宿泊業

Contents of duties
所在地
Address

URL

ドアクライミング等のアウトドア・インドアスポーツのガイド

宿泊・不動産業

ホテル管理運営

5

6

JOJOSカフェ

ニセコビレッジ株式会社

（株式会社NAC）

東山リッツカールトンリザーブ

サマー・ウィンタースポーツ、

虻田郡倶知安町字山田70-15

虻田郡倶知安町山田179-53

虻田郡倶知安町樺山48-52

虻田郡倶知安町山田91-1

虻田郡倶知安町山田179-53

www.my-ecolodge.com

https://www.nacadventures.jp/

https://www.mnkniseko.com/

https://www.htmniseko.com/ja/

https://www.nacadventures.jp/

募集人数
Number to be accepted
受入可能期間
Term to be accepted
最低受入期間
Term to be accepted at least

インターン実施予定地
Place of internship

宿泊業

レストラン運営

及び各種イベントの企画、運営。

虻田郡ニセコ町曽我919-28
https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/hig
ashiyama

２名

２名

３名

４名

２名

５名

7月1日～9月30日

7月1日～９月11日

6月20日～9月15日

7月1日～10月23日

7月1日 ～ 10月30日

7月1日～９月30日

8月3日～9月1日

7月1日～9月1日（応相談）

7月20日～9月15日

8月3日～9月1日

7月15日～9月1日（応相談）

8月3日～9月1日

所在地に同じ

所在地に同じ

The Orchards, Country Resort, Akazora

ホテルフロント業務、予約業務からレストラン業務、 フロントスタッフ（予約業務）
ハウスキーピング業務までホテル業務全般。

クライングレク

チャー(初心者OK)

ホテルスカイニセコ、ホテル木ニセコ、

所在地に同じ
雲レストラン、杏ダイニングのいずれか
日々のリゾート運営やゲストに関わる様々なお仕事を ホテルゲストサービス：フロントデスクの受付、ベル ランチ時のサービス提供（配膳、注文取り、オープン レストランサービス→客席へのご案内、メニューの説
して頂きます。 ゲストが到着する前と出発した後に

マン、温泉レセプション受付など。興味がある場合は 作業、クローズ作業）

物件のチェックを行い、滞在中には別のデパートメン ハウスキーピングも体験できます。
インターン業務内容
Basic job description

JOJOSカフェ

明、注文受付、配膳、清掃、調理補助も希望次第含む

団体向けインドア体験の準備、指導

フロントオフィス・バトラー→電話対応、コンシェル

トとコミュニケーションをとり、ゲストの滞在する物 レストランサービス：朝食サービスの提供（ビュッ

ジェ業務、荷物運搬、バレーパーキング、ゲストご要

件が常にベストの状態である様に、そして最高の思い フェスタイル）、Welcomeドリンクの提供など。

望の対応全般

出を提供出来る様に元気にフレンドリーな接客をして
頂きます。

インターンで学び、経験で
きるもの
What can candidates
experience through
intern？

最高の自然環境が揃っている今注目のアウトドアリ
小規模なホテルなのでホテル業全般を学んで頂けま

ゾート地でのお仕事です。

す。またフロントスタッフが外国人のため英語でのコ 異文化コミュニケーション(オーストラリア、イギリ
ミュニケーションや異文化交流が可能です。

ス、スコットランド、カナダ、ウクライナ、アルゼン

ホスピタリティ、異文化コミュニケーション
ホテル・ホスピタリティ産業/インバウンド/英語/異 ホスピタリティ経験/外国人スタッフとのコミュニ
文化コミュニケーショ ン/留学準備等

カフェで働く楽しさ

時給900円

時給950円～相談

8：00～22：00の間で8時間勤務

Wages

異文化コミュニケーション
外資系ホテルでの勤務

ケーション

リゾートホテルでの勤務

チン、チェコ、ネパール、日本)

給与・手当等

英語

ラグジュアリーホテルでの勤務

時給900円

時給1,000円

時給950円（食事１食無料）

時給900円

8：00～19：00の中でシフト制

基本シフトは8:00～17:00

6：00～22：30の中でシフト制

11時～18時の中のシフト制

6:00 ~ 22:00 8時間シフト制（夜勤は22:00 ~ 7:00)

週休２日

週２日

月８回の公休

初級／Beginner

問わず／No matter

初級／Beginner

勤務時間（休憩）
Working hours and rest
time
休日・休暇

月８日

Day off
参加者の英語レベル

初級／Beginner

English skills

基本週休２日

シフトは状況により変わります。

※繁忙期については５日間に１日の休日になります

週の休みは２日から４日程になります。

中級（日常会話程度）／Intermediate

中級（日常会話程度）／Intermediate

参加者に求める資格等

普通運転免許が在れば尚可

Qualification or others

宿泊場所
Accommodation
宿泊費用
Accommodation charge

元気の良さ、ホスピタリティ性、努力家

一人部屋
マイエコロッジ内客室

1人

3畳

個室(冷蔵庫あり)

職場まで徒歩30秒

オフィスより徒歩３分、一部屋あたり２、3人

4LDKシェアハウス シングルルーム

キッチン、トイレ、洗濯機、シャワー共有

月額25,000円(1ヶ月未満は日割り)

月額1,000円（全て込み）

無料

食事は自炊(実費)

無料

・外国からのラフティングガイドが在籍しているため MnKはアットホームで国際色豊かな会社です。
英語/フランス語等でコミュニケーションをとること 従業員の半数が外国人なので短期間で英語力を伸ばし

羊蹄山の目の前で自然謳歌しながら、オープンテラス 世界100か所にあるザ・リッツ・カールトン、そして
のカフェで働けます。

5つしかない「リザーブ」。日本初の「リザーブ」と

名前の通りエコに配慮したホテルでSDGｓにも取り

が出来ます。

たい方にはピッタリの環境です。

夏は涼しく、気持ちのいよく仕事ができます。

なる東山リッツカールトンリザーブは開業してから2

組んでいます。

・NACアクティビティ無料。

インターンシップの受入も積極的にやっており、イン

年未満。ホテル業界でキャリアを積みたいという方、

（ラフティング、アドベンチャーパーク、クライミ ターンシップの終了後も続けて勤務している従業員や

カフェの特徴は、「大きなハンバーガー」「カフェラ 未経験者だけどあこがれのホテルで働いてみたいとい
テ」「羊蹄山の絶景」です！

・最高の自然環境が揃っている今注目のアウトドアリ を聞く事が出来るかと思います。

Other notes

相部屋の場合月額15,000円
1人部屋の場合月額30,000円

若いチームで和気藹々と仕事をしています。

海外経験のある日本人従業員も多数いるので色々な話

ホテルお試し1泊ステイ

月額25,000円

8時間勤務でまかない1食無料です。

ング等）

PRポイント、福利厚生など

山荘寮 8畳（1部屋）

職場から徒歩1分

う方、ワークライフバランスを大切にしたいという
方、是非ご応募下さい。

ゾート地でのお仕事です。

敷地内にあるレストランでの割引サービスやスタッフ

・NACの施設を無料で使えます。

・1階アウトドア商品と2階レストランでのお食事に

イベント等もありますので勤務時間以外でもスタッフ

（クライミング、アドベンチャーパーク、ラフティン 1シフトに対して1食まで社食を無料で提供

ついて割引あり

との交流を楽しめます。

グ、サップ等）

無料シャトルバスで出勤可

・食事１食無料

寮費は光熱費込み

まずはお気軽にご連絡を下さい♪

残業手当有り
インターナショナルなスタッフが勢揃いなため、英語
も無論、タイ語・ベトナム語・中国語・マレーシア語
に触れたいというグローバルマインドな方には是非ご
検討頂きたいです。

令和４（2022）年度ShiriBeshi留学サマープログラム受入企業一覧
7

8

Yuki Kamui株式会社

Tatsu Clean System 合同会社

スキー場運営

ホテル・一戸建て別荘の清掃

岩内郡岩内町野束350-4

虻田郡倶知安町南四条東6丁目2番地4

No.

企業名
Company name
事業内容
Contents of duties
所在地
Address

9

Triple8株式会社
ミッドタウンニセコ

10

11

株式会社ニセコマネージメントサービス

宿泊業

宿泊施設、物件管理

虻田郡倶知安町山田91-17

虻田郡倶知安町山田91-17

ミッドタウンニセコ

株式会社

12

高橋牧場

ニセコ環境株式会社

酪農、菓子製造販売、

廃棄物処理、運輸、

レストラン、カフェ運営

土木建設解体、マルシェ他

虻田郡ニセコ町曽我888-1

虻田郡倶知安町字峠下

http://www.niseko-takahashi.jp/

http://www.niseko-tr.co.jp

勤務先ホテル：雪ニセコ https://setsuniseko.com/ja

https://iwanairesort.com

URL

ザ・ヴェール・ルスツ

https://thevalerusutsu.com/

https://vacationniseko.com/

https://midtownniseko.com/ja/

Taiga(株）一戸建て別荘

https://setsuniseko.com/

https://www.taigaprojects.com/ja/niseko募集人数

３名

４名

２～３名

７名

２名

１名

7月24日～9月1日

７月～９月（応相談）

7月1日～9月30日

7月1日～9月30日

7月～9月

8月3日～9月1日

8月3日～9月1日

7月1日～9月1日（応相談）

8月3日～9月1日

8月3日～9月1日

8月3日～9月1日

所在地に同じ

所在地に同じ

所在地に同じ

Number to be accepted
受入可能期間
Term to be accepted
最低受入期間

8月3日～9月1日

Term to be accepted at least

インターン実施予定地

所在地に同じ

Place of internship

雪ニセコ（ヒラフ）、ザ・ヴェール・ルスツ、倶知安
町またはニセコ町内一戸建て別荘

・事務業務・マーケティング業務・サマーアクティビ 客室清掃

フロントデスク・ゲストサービス

Vacation Niseko配属:フロントデスク＆ハウスキーピ

ティ業務

ベッドメイク

客室清掃及びインスペクション（備品のチェックな

ング（フロント業務補助、チェックイン・アウト、滞

バス・トイレの水回り清掃

ど）

在中のお客様対応、客室清掃）

アメニティ類の補充

など

雪ニセコ配属：フロントスタッフ（駐車場や館内案

野菜ビュッフェのレストランでの接客。

内、荷物手伝い、お出迎えお見送り、滞在中のお客様

ビュッフェの準備片づけ、掃除、皿洗い

インターン業務内容

温泉施設などホテル共用部の清掃

Basic job description

・アイス販売接客

所在地に同じ
持続可能な循環型社会の事業

アイスクリームやソフトクリームの販売。
・レストランホール接客

廃棄物収集車での収集助手、処分場での選別、再資源
化作業助手、雪だるまマルシェ（ホーマック倶知安店
内）での販売業務、ハウスや農場での農業体験

対応、温泉受付、フロント業務補助）
＊どちらがご希望かお知らせ下さい。

弊社は外資系企業です。

外資系企業ならではの社風で、様々な国の出身のス

外国人スタッフや海外での就業経験のあるスタッフも タッフがおりますので、英語や中国語などの外国語に
インターンで学び、経験で
きるもの
What can candidates
experience through
intern？

実践的な英語/異文化コミュニケーション/ホスピタリ お取引先のホテルでは外国人スタッフも勤務されてい
ティ/おもてなし/マーケティング/インバウンド/リ

ますので、英語に触れる機会があります。

ゾート開発

活躍しています。

触れる機会も多々あります。

現在、ほとんどが国内のお客様ですが、社内でのコ

経験豊富なスタッフから接客スキルや、ホテルのお仕

ミュニケーションは英語です。

事を学ぶことができ、雪ニセコ配属のスタッフはホテ

最初はうまく話せなくても、一緒に働いていくうちに ルオープニングという貴重な体験もできます。

給与・手当等

無給（寮費・食費無料）

Wages

自然と英語が身につき、リラックスした雰囲気でコ

スタッフ寮にて仲間との共同生活や、ニセコの自然・

ミュニケーションがとれるようになると思います。

アクティビティー等を満喫して下さい。

時給1,000円

時給1,000円

接客業を通じて外国人が冬に多いニセコで、通年の観 国際リゾート地として発展していく社会環境の中で、
光客がいらっしゃっていることを感じてもらい、報道 廃棄物処分事業は地域において必要不可欠な事業活動
の一側面ではなく地域性を肌で感じてもらいたい。

です。持続可能な循環型社会の構築はこれからの地域

他に、地域の会議などにも積極的に参加を促し、暮ら づくりや、インバウンド観光においても多くの可能性
すように過ごすことを意識したサポートをします。

を含んでいます。みなさんも地産地消の循環社会を経

外国人スタッフは不在の為、外国人スタッフとのコ

験してはいかがでしょうか。今までに感じなかった未

ミュニケーションはありません。

知の創造がうまれるかもしれません。

時給1,000円

時給1,000円

時給900円

勤務時間（休憩）
Working hours and rest

シフト制（7:00～21:00の間で6～8時間）

8:00～20:00の中でシフト制

7:00～22:00の中でシフト制

7：00～24：00の中でシフト制

8:00～18:30 の間で7.5h勤務

週休２日～３日

週休２日以上

週休最低２日

週２日

基本（土、日） マルシェは週２日休み

問わず／No matter

初級／Beginner

問わず／No matter

問わず／No matter

問わず／No matter

time
休日・休暇

シフト制（週１日休み）

Day off

※休み希望はフレキシブルに対応させて頂きます。

参加者の英語レベル

初級／Beginner

English skills

なパソコン操作ができれば尚良い。 ・インターンシップがお休み

ポジティブシンキングの方。

の日は、ニセコの自然・アドベンチャーを満喫したいと思ってい

普通自動車免許必須（AT限定可）

ること。・犬が好きな方歓迎（犬と宿泊できるホテル施設がある

宿泊場所

6畳 1人1室

Accommodation

（状況により2人1室とさせていただきます）

宿泊費用

ため）

勤務地まで徒歩5-10分
倶知安町内

2人部屋のみ

就業先ホテル内、２人部屋、バス・トイレ付

６部屋ある元ロッジの一軒家

６畳以上

２人以上にてシェアルーム

無料

Accommodation charge

昼１時間、午前・午後それぞれ15分程度の休息

・重たい荷物を持つことや⾧い時間立っていられること。 ・簡単

元気よく挨拶できる方。

参加者に求める資格等
Qualification or others

8：00～17：00

月額23,000円

800円/日

寮一泊800円、車持ち込み駐車場代月額1,000円（駐車
場は寮から500ｍほど離れた敷地になります）

8畳個室。風呂トイレキッチン共用。女子寮。

4.5畳／1人

又は 10畳／２人

お店まで徒歩１分。

（トイレ、バス、台所共用）

月額20,000円（光熱費込み）

無料

Yuki Kamui株式会社では外国人含む約15名のスタッフと連携を取り

代表社員が東京、カナダ、ニセコなどの外資系ホテル 宿泊業がどのように運営されているのか、物件がどの ☆世界と関わり、スキルを高められる！今までにないニセコ バス停は近いがバスの本数は少ないため、必要に応じ 土木工事や解体工事、道路除雪、地域生産物販売、廃

ながら仕事をしていただきます。実践的な英語を学びながらチーム

でのマネジメント経験の後に倶知安で一昨年開業した ように管理されているのか、リゾート地ではどのよう の体験をここで☆

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。弊社

て買い物などのサポートをします。

ニセコマネージメントサービスは、ニセコエリアで宿泊施設 各種従業員割引。
の運営、主に海外のオーナー様が所有するコンドミニアム、 羊蹄山を一望できる自然の中のお店。寮は近くにあ
ていた一流ビジネスマンであり、グローバル企業や海外に就職するこ スタッフは明るく楽しく仕事をしており、ワークライ く、実践する事で得られる経験は、将来的に国際観光
戸建て物件等の管理を行っております。
とに興味がある方は外国式のマネージングやマーケティングが学べる フバランスがきちんと取れ開業以来退職者ゼロのとて 業で活躍を目指す方におすすめです。
り、静かな生活ができる。
絶好のチャンスです。
Vacation Nisekoのブランドの元、世界中のお客様をお迎え
の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

サマーアクティビティ業務では弊社主催のサマーキャンプでの外国人

小規模の会社です。

なサービスが求められているかなどを学ぶ機会も多

も働きやすい環境です。

スタッフのサポート及び参加者のケアを行っていただきます。英語で

8月にヒラフにプレオープンする最高級ホテル「雪ニ 自社寮はホテル内で快適に過ごせます。（水道光熱

のキャンプとなりますのでスタッフ間のコミュニケーションはもちろ

セコ」や世界のスキー観光産業の中で最も名誉ある

費・Wi-Fi込）

ん、参加者とも英語でやり取りを行います。

「World Ski Awards 2021 (ワールド・スキー・ア

通勤時間0分！

ワード 2021) 」において World s Best New Ski

共用キッチン・トレーニングジム有

PRポイント、福利厚生など 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、子
Other notes
どもと触れ合うのが好きな方、サマーアクティビティが好きな方は是
非ご応募下さい。
何事もポジティブに考えられる方、やる気。人柄重視！
自分の成⾧がそのまま会社の成⾧に直結する環境でチャレンジしてみ
ませんか？
興味がわいた方、まずは1歩を踏み出してみましょう！
【福利厚生】
・食事3食、滞在費無料、社用車利用可能。
・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習得可能

し、ニセコ滞在が素晴らしいものになるお手伝いをさせて頂
いております。そして、この度８月にラグジュアリーコンド
ミニアムホテル「雪ニセコ」を新たに開業することになりま
した。
弊社は、香港上場企業PCPDのグループ会社です。同グルー

Hotel 2021 (世界ベスト・ニュー・スキー・ホテル部 オフタイムには、ラフティング、ハイキング、マウン プ会社内にて様々な従業員特典を受けることが出来ます。ラ
門) 」で最優秀賞を受賞した「ザ・ヴェール・ルス
テンバイクなどニセコのアクティビティーを存分に楽 フティング、ツリートレッキングなどのアクティビティー割
ツ」など素敵なホテルで勤務経験が出来るインターン しむことができます。

引や、スポーツ用品店・ゴルフ場の割引、グループ内ブラン

シップです。

ドホテルの宿泊割引、レストラン割引など、ニセコを存分に

アクティビティーの従業員割引や特典あり。

満喫できる従業員特典が盛りだくさんです！

棄物処分など地域生活と密着した経済活動を行ってい
ます。地域の事情の原点があります。
環境に興味がある、循環型社会に興味がある、まちづ
くりに興味のある方には良い体験が出来ると思いま

地域に積極的に足を運び、自ら地域を学ぶことができ す。
る人におすすめ。
寮の都合上、女性限定。

