韓国の高級ホテルで、将来のキャリアップにつながるインターンを経験してみませんか？
韓国人スタッフと一緒に仕事をしながら、生きた韓国語とホスピタリティを学ぶことができます。

研修先

ロケーション
ホテル

参加条件

語学力
職歴
年齢・ビザ
参加期間
応募書類

業務内容

客室部門
料飲部門
勤務時間

ソウル中心部・ソウル郊外・地方都市
国際チェーン・ホテル／韓国系シティ・ホテル／日系ホテル／ビジネス・ホテル
例：Imperial Place Hotel/Sofitel Ambassador Hotel/Landmark Hotel Suwon/Paradise Pusan
※ 過去にインターン終了後正規雇用されたケースもあります。
韓国語：インターン開始時に中級レベル（準 2 級）。韓国語中級以下の方は最低 3 ヶ月間の受講
英語：TOEIC650 レベルが望ましい。英語での接客レベル。
ホテル専攻学生またはホテル・レストランでの経験のある方
20～30 歳で、ワーキングホリデー・ビザ所持者。
6～12 ヶ月間
①履歴書・職務経歴書（写真添付） ②英文または韓国語の履歴書（職務経験を詳細に記載）

フロント／ベル／コンシュルジュ／ルームアテンダント／ハウスキーピング
レストラン／カフェ／バー／バンケット
就労条件
フルタイム（週 40～48 時間） パートタイム（半日または週末週 15～20 時間）
シフト制／複数のポジションをローテーションで担当するケースもあります。
待遇
住居
従業員宿舎：基本的に相部屋 ＊宿舎があるホテルは非常に少ないです。
コシウォン or リビングテル：個室／シャワーとトイレ（専用または共用）／ご飯とキムチは無料
家賃は給料から支払います。希望の方は渡航前に手配します。家賃：40 万～60 万ウォン
食事
勤務中の食事が支給されます。ホテルによっては 2 食または 3 食支給されます。
給料（目安）
6,470 ウォン～8,000 ウォン×週 40 時間×4 週間＝100 万～128 万ウォン
プラン
職歴（ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ系） 韓国語
英語
韓国語研修
ホテル
ｲﾝﾀｰﾝ期間
プログラム費用
ベーシック
2 年以上
中上級
中級
オプション
ビジネスホテル
3～9 ヶ月間
￥１６０，０００
日系ﾎﾃﾙ
スタンダード A
2 年以上
中級下
中級
3 ヶ月
9 ヶ月
￥２７０，０００
シティホテル
スタンダード B
2 年以上
初級上
中級
6 ヶ月
6 ヶ月
￥３９０，０００
プレミアム
ホテルで 2 年以上
上級
中上級
オプション
4 つ星・5 つ星
6～12 ヶ月
￥３２０，０００
費用に含まれるもの
費用に含まれないもの
① 登録料/手続き料/WH ビザ申請サポート/渡航手配
① 航空券代
② インターンシップ先手配料
② 海外旅行保険料
③ 滞在先手配サポート
③ コシウォン手配料（空港送迎を含む）：￥30,000
スタンダード AB：詳細は次ページをご覧下さい。
④ 家賃・食費・交通費
④ 入学金・授業料・滞在中の生活サポート
⑤ オプションの語学研修費用
① 書類選考：＊履歴書・職務経歴書（写真貼付） ＊英文 or 韓国語の履歴書
② お申込み：＊参加申込書兼同意書
③ プログラム費用のお支払い
④ ホテルでの書類審査⇒ホテルとの面接⇒面接合格！
⑤ プログラム費用残金のお支払い
⑥ WH ビザ申請⇒渡航手配（航空券・海外旅行保険）
⑦ 出発前オリエンテーション⇒ご出発⇒現地到着⇒滞在先へ移動
⑧ 現地オリエンテーション⇒インターン開始！

韓国語を勉強する方が一度は夢見る韓国での就職、日韓間の観光産業はますます盛んになり、韓国内ホテルでの日本人採
用の需要はますます高くなっています。このプログラムは、ホテルで働くために必要な韓国語レベルを身に付けるよう徹底的
に養成するため、正式採用につながる機会が回ってくる可能性も十分にあります。
語学学校

研修プラン

研修先
参加条件

業務内容

ベストフレンド（ソウル・新村）：短期・長期の韓国語研修から、ワーキングホリデーやインターンシップなど、幅広いプ
ログラムで人気の「ベストフレンド韓国語学校」です。衛生面、安全性を重要視する日本人に合った宿舎や立地など
の生活環境も考慮して、2006 年に設立された韓国語学校です。
第一ステップ：正規韓国語研修 3～6 ヶ月間
 Language Exchange：言語交換のための韓国人の友達を紹介、韓国人と交流しながら韓国語を習得。
 Friday Global Party：さまざまな国の方々と交流できる Global パーティーへの参加。
第二ステップ（オプション）：ビジネス韓国語 30 時間
 ホテル業界に合わせた求職活動や面接対策に個人研修を行い、集中的に発音、文法、単語を習得。
第三ステップ：ホテルとの面接
 自分のレベルに合わせた韓国語養成課程を修了した後、ホテルインターンシップへ参加します。
 初級レベルは 4 ヶ月後、中級・上級レベルは 3 ヶ月後に 1:1 ビジネス韓国語レッスン開始と同時にインターンシッ
プ先のホテルを紹介致します。
ロケーション
ソウル中心部・ソウル郊外・地方都市
ホテル
国際チェーン・ホテル／韓国系シティ・ホテル／日系ホテル／ビジネス・ホテル
語学力
韓国語：インターン開始時に中上級レベル。韓国語のレベルにより韓国語研修期間を設定します。
英語：TOEIC650 レベルが望ましい。英語での接客レベル。
職歴
ホテル専攻学生またはホテル・レストランでの経験のある方
年齢・ビザ
20～30 歳で、ワーキングホリデー・ビザ所持者。
参加期間
12 ヶ月間
応募書類
①履歴書・職務経歴書（写真添付） ②英文または韓国語の履歴書（職務経験を詳細に記載）
客室部門
料飲部門
勤務時間

フロント／ベル／コンシュルジュ／ルームアテンダント／ハウスキーピング
レストラン／カフェ／バー／バンケット
就労条件
フルタイム（週 40～48 時間） パートタイム（半日または週末週 15～20 時間）
シフト制／複数のポジションをローテーションで担当するケースもあります。
待遇
住居
従業員宿舎：基本的に相部屋 ＊宿舎があるホテルは非常に少ないです。
コシウォン or リビングテル：個室／シャワーとトイレ（専用または共用）／ご飯とキムチは無料
家賃は給料から支払います。希望の方は渡航前に手配します。家賃：40 万～60 万ウォン
食事
勤務中の食事が支給されます。ホテルによっては 2 食または 3 食支給されます。
給料（目安）
6,470 ウォン～8,000 ウォン×週 40 時間×4 週間＝100 万～128 万ウォン
確認事項
 ホテル紹介は 2 回のみとします。但し、ホテル側の特別な事情で変更せざるを得ない場合は除きます。
 業務については語学能力と適性を最大限考慮し、ホテル側で決定致します。
 ホテル及び就労条件等が変更されることがあります。
プラン
職歴（ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ系） 韓国語
英語
韓国語研修
ホテル
ｲﾝﾀｰﾝ期間
プログラム費用
スタンダード A
2 年以上
中級
中級
3 ヶ月
ビジネスホテル
9 ヶ月
￥２７０，０００
日系ﾎﾃﾙ
滞在先ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
2 年以上
中級
中級
3 ヶ月
9 ヶ月
￥４５０，０００
シティホテル
スタンダード B
2 年以上
初級上
中級
6 ヶ月
6 ヶ月
￥３９０，０００
4 つ星・5 つ星
滞在先ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
2 年以上
初級上
中級
6 ヶ月
6 ヶ月
￥７００，０００
費用に含まれるもの
費用に含まれないもの
① 登録料/手続き料/WH ビザ申請サポート/渡航手配
① 航空券代
② 入学金・授業料
② 海外旅行保険料
③ インターンシップ先手配料
③ 食費：コシウォンには通常ご飯とキムチは常備されております。
④ ワーキングホリデー生活サポート
④ 交通費：通学・通勤
滞在先パッケージ（韓国語研修中の滞在先）
⑤ ビジネス韓国語研修（個人レッスン 30 時間）：￥100,000
⑤ コシウォン手配料（1 回のみ）
⑥ 寝具セット￥10,00/清掃代（コシウォン退去時）：￥5,000
⑥ コシウォン家賃：ﾐﾆﾙｰﾑ（ﾊﾞｽ・ﾄｲﾚ共用・水道光熱費込） ⑦ コシウォン：ワンルームへの追加費用月￥16,000
ワーキングホリデー生活サポート
① 空港送迎：仁川空港⇒コシウォン
② 宿所案内：荷物の運搬、施設の利用方法/注意事項の説明
③ 到着時のオリエンテーション：通学方法案内、授業日程･周辺施設案内。
④ 緊急サポートサービス：盗難・交通事故・入院などの緊急事態時の電話対応。
⑤ BestFriend 韓国語文化交流センター施設の無料利用
⑥ インターネット無制限利用、グローバルラウンジで自主学習、留学生活情報。
⑦ 留学生活ガイドブック進呈：外国人登録やビザ延長･変更の申請方法、銀行口
座開設方法等、詳しい生活情報を掲載

Imperial Palace Hotel 研修先ホテル１
インペリアル･パレス･ホテル（ソウル）
★★★★★ http://www.imperialpalace.co.kr/jap/index.asp
ビジネスの中心、ソウル江南にあるアンティークスタイルで高級感の溢れるホテル。
インペリアルペリスホテルは 1989 年 1 級ホテルからスタートし、1995 年 11 月特 2 級に昇格、再オープン 3 年が過ぎた 1999 年 6
月特 1 級に昇格、100％国内資本と経営で韓国ホテル発展のプライドを見せて今に至ります。2002 年以降、コンベンションセンター、
ショピングアーケイド、インドアーゴルフ練習場、野外プールなどを次々にオープンし、客室 430 室、最大級のロイヤルスイートなど
最高の客室施設を持つ華麗なホテルとして生まれ変わりました。
ヨーロッパ風の建物、そして館内の至るところに飾られた美術品、客室や設備の高級家具も含め、エントランスを入った途端に高級
な雰囲気が漂っています。ニーズに合わせて選べるさまざまな客室タイプ、充実した付帯施設など、一般の観光客からビジネス客、
VIP 客まで幅広い客層をカバーできるホテルです。
また、96 年からサービス教育プログラム（A.S.S.A）を実施し、顧客に対する職員達のサービス水準を日々向上させています。
インターンシップでの働きが認められれば、福岡・フィリピン(セブ Water Resort)の支店に正式に採用される可能性があります。
ロケーション
ソウル市江南区貿易センター、空港ターミナルから 5 分、ソウルのビジネスの中心地に位置する。
採用部署
＊フロント部門 ＊飲食サービス部門 ＊セールスマーケティング部門
＊客室部門 ＊レストラン部門 ＊情報案内サービス部門
勤務条件
1 日 8 時間週 5 日勤務週 40 時間
※ホテル側との話し合いにより勤務時間の調整可能。
就業条件
① 宿泊先：コシテル（個室） ※通勤に便利なエリアで手配します。
② 勤務中の食事

Sofitel Ambassador Hotel 研修先ホテル２
ソフィテル・アンバサダー･ホテル（ソウル）
★★★★★ http://www.ambatel.com/sofitel/japanese/index.php
ソウル観光の中心地である明洞に位置する 50 年の伝統を持つ最高級ビジネスホテル。
ソフィテルアンバサダーソウルは 1955 年 10 月にオープンし、昨年 50 周年を迎えた歴史と伝統を誇り、大型宴会場を完備する高級
ビジネスホテルです。また、モダンな感覚と最新施設とサービスを備えた躍動的なホテルでもあります。
地上 19 階、地下 2 階の規模の計 415 の客室を備えています。最近は客室のリノベーションを積極的に進め、見晴らしの良い 15～
18 階を“ソフィテルクラブフロアー”とし、更にアップグレードした品の高いサービスを提供しています。
ビジネスマンや国際行事に参加する訪問客、また観光客がよく利用するホテルで、空港や市内へのアクセスも便利なロケーション。
ロケーション
ソウル観光の中心地である明洞と東大門の間に位置する。
採用部署
＊フロント部門 ＊飲食サービス部門 ＊セールスマーケティング部門
＊客室部門 ＊レストラン部門 ＊情報案内サービス部門
勤務条件
1 日 8 時間週 5 日勤務週 40 時間
※ホテル側との話し合いにより勤務時間の調整可能)
就業条件
① 宿泊先：コシテル（個室） ※通勤に便利なエリアで手配します。
② 勤務中の食事

※ プレミアム・タイプのインターン先ホテルの一例です。

