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◆ アジア・インターンについて 
「誰かが言った、、今、アジア・インターンが最も激アツだと、、、」全世界の人
口約 73 億人の半分以上がアジアに、日本の平均年齢が 46 歳に対してアジ
ア諸国は 29 歳。この数値だけではなく、実際に足を踏み入れると日々、国が
成長していることを実感できます。日本のバブル経済と同じことが、今まさに
アジア諸国でも起きているのです。そのような環境で少しばかり日本を飛び
出して、リアルビジネスの世界に飛び込んでみませんか？ 

◆ なぜ、海外インターンなのか（意義） 
旅行ではなく、留学でもなく、海外インターン。理由は１つシンプルで、成長の度合いがケタ違いだからです。 
旅行では様々な観光地に訪れ、人と出会い、留学では語学力という大きな武器を手にできます。 
しかし、知り合いがいない、言語が通じない、ビジネスノウハウも知らない、そんな環境に飛び込む海外インターンでしか経験できな
いよりたくさんのことがアナタを待っていますよ。 

◆ 就活が入り口でもいいじゃないですか（目的） 
海外インターンをする方の一番の理由は「就活のためのネタ作り」です。それでいいじゃないですか！動機としては十分です。 
それが実際に海外に行ってみて違うものに変わることもあるだろうし、やってみて初めて興味が出ることの方が多いです。 
逆に言えば、何事もやってみないとわからないです。ですので、その一歩を踏み出す勇気さえあれば理由など何でもいいのです。 

◆ 海外インターンで得られるもの（効果） 
自分の人生を変えるきっかけ、海外でのビジネスノウハウ、本気で向き合える仲間、、など挙げ出したらキリがありません。 
もちろんこれらを得ることは容易ではなく、苦しむことも多々あるかもしれません。しかし、今まで成功してきた人々の中でその苦し
みを避けてきた人はいません。人は失敗をしなければ、成長することはできないのです。 

参加可能な国 フィリピン・ベトナム・台湾・インド・タイ・カンボジア・マレーシア・韓国 

業種・職種 IT/教育/日本語教師/イベント/人材派遣会社/広告/マーケティング 
メーカー/コンサルティング/旅行会社/ホテル等 
言語・経験スキルによってご紹介できる職種は様々です。 
参加者のニーズに合わせたプランをご紹介します。 

 

 

参加条件 ① 18 歳以上の学生または社会人 
② 語学力：参加者の語学力に応じたインターン先を紹介します。 
③ 学歴・職歴：不問 

手続きの流れ 1. 相談・カウンセリング：メール・電話・スカイプ・来社（予約制） 
2. プランニング 

⚫ 応募用履歴書をお送り下さい。参加可能な国とインターン可能な
職種を案内します。 

⚫ 費用見積もり 
3. 正式申込み 

① 申込書（条件書）の提出 
② パスポート・コピー 
③ プログラム費用のお支払い 

4. 受入れ先との交渉⇒スカイプ面接⇒採用決定 
⚫ 最適なインターンシップ先の決定！受け入れ条件の確認。 
⚫ オファーレター（採用通知書）を受理！ 

5. 渡航手配 
① 航空券の購入 
② 海外旅行保険の加入 
③ ビザ申請 
④ 滞在先の手配 

6. 渡航前オリエンテーション 
7. 出発⇒入国⇒現地担当者との面談⇒滞在先へ入居 
8. 現地オリエンテーション：現地担当者からの説明（挨拶、注意事項、企

業先マナー） 
9. インターン初日  

⚫ 現地担当者と一緒に受入れ先へ挨拶。 
⚫ 適切な外見・服装、指定された持参物等の忘れ物がないように。 

10. インターン終了 
⚫ 就職活動をサポート。 
⚫ 帰国後の報告や先輩としての声を新たなインターンシップ挑戦者

へ届けよう。 
⚫ 優秀なインターン生は正社員として採用されます！ 
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参加期間 ３～１２ヶ月間 ＊短期はご相談ください。 

プログラム費用 学生￥１６０，０００ 社会人￥３００，０００ 

費用に含まれるもの 
① 手続き料 
② インターンシップ手配料 
③ 渡航前オリエンテーション 
④ 現地滞在中のサポート 
⑤ 滞在先の手配（研修先より提供される場合） 
⑥ レファレンスレター（研修先による） 
オプション：語学研修（手続料無料） 

費用に含まれないもの 
① 航空券代 
② 海外旅行保険料 
③ ビザ申請料及びビザ代理申請手数料 
④ 滞在費 
⑤ 食費 
⑥ 交通費 
⑦ 通信費：携帯電話・インターネット・WIFI 

よくある質問 Q&A 
1. 外国語(英語・中国語)ができませんが、生活面・研修面大丈夫でしょうか？ 

生活面では日本語ができる又は、現地駐在（台湾・ベトナム）の日本人がサポートしてくれるので、困ったらすぐに相談できま
す。仕事面においては、英語・中国語を必須としている企業もあるので、各企業情報をご確認の上、ご応募下さい。もちろん語
学力を問わない企業もあります。 

2. ビザの手配はどうすればいいでしょうか？ 
短期（3 ヶ月以内）のインターンシップは観光ビザで参加可能な国があります。3 ヶ月超の長期は研修・業務・就労ビザと国によ
り条件が様々ですので、事前にご相談下さい。 

3. 働いた経験がないのですが、大丈夫でしょうか？ 
就労経験に応じたインターン先を紹介します。インターン先企業には、日本人・日本語の話せる方がいるところもあり、質問等
あれば日本語で簡単にできます。また台湾・ベトナム現地に弊社オフィスがあり、いつでも相談することができます。 

4. いつからインターンシップが可能ですか？ 
企業インターン面接が通れば、基本的にいつでもインターンシップを開始することが可能です。受け入れ企業との補助金交渉
等、弊社でもサポート致します。通常、書類審査・面接審査に最低 1 週間程度かかります。 

5. 滞在場所はどうなりますか？ 
基本的には、ご自身で手配して頂く形になります。必要であれば、弊社でサポートも可能ですので、お気軽にご相談下さい。 

6. 選考はどのように行われますか？ 
1 次書類審査に通過した後、企業側と（ビデオ）SKYPE面接して頂くことになります。日時等の調整は弊社がサポート致します。 

7. 企業からお給料やその他補助金などは支給されますか？ 
無給インターンの企業もありますが、有給インターンの募集案件は多いです。また、企業により、滞在先の無償提供、あるいは
食事・交通費・航空券・海外旅行保険・ビザ取得費用を一部提供してくれるところもあります。 

インターンシップ体験談 
海外インターン体験者：三澤 胡桃さん  
インターン期間 : 2016.6 - (2 ヶ月間) 
勤務時間 : 週 5 回 /10:00-19:00 
インターン先 :AHR 

インターンシップでの業務内容 
 J8 教育サイトの視聴者分析・企画 
 インタビュー 
 ウェブサイトのデザイン 
 ブログ 

インターンシップをするきっかけ・思い 
中学卒業後から 6年間アメリカ留学し、現在カリフォルニア州にある大学で、中国語を学んでいます。そこでは中華圏への留学が必
須なためと将来中国語活かせる仕事をしたいため、将来的に活躍したいアジア圏の下見も兼ねて、2ヶ月間のインターンシップに挑
戦しました。 
現在アメリカの大学通っている彼女が、見知らぬ地台湾でのインターン生活を振り返ってくれました。 
任された業務はどれも初めてで、新鮮でした。その中でも、企画をするのが一番楽しかってとの事でした。自分でリサーチして、その
後社員の方に企画発表という形でした。 
自分の意見を相手に上手く伝えるためにどうすればいいかや、まず自分の意見を持って、相手と上手く共有する重要さを学べまし
た。これらのスキルはアメリカに戻っても使えるものだと思いました。 
インターンシップをしていて楽しかった思い出 
◆ 実習に関して：実際に自身が J８で企画したものが公の場に出ていることが嬉しいし、ユーザーからの反応がどのくらいあるか

見られて良かったです。自分の作品（企画したもの）は分析もしやすく、特別な感じがしました。 
◆ 休日に関して：旅行に行きました。そこではアメリカで出会った日本人の友人がわざわざ台湾へ遊びに来てくれました。違う国

で出会えるのも一味違う感じがしました。 
インターンシップにいってよかったと今思うこと 
社会について全く知らなかったせいかはわかりませんが、経験して初めて気付く点（マナー、敬語の使い方等）が多々あり、それら
を経験することによって学べたことが良かったです。インターンとは言えども、任されている業務は重要なことばかりで、自分の意見
が仕事に直結していると感じました。 
インターンシップ開始前と終了後の心境の変化について 
自分で考えることの重要性を学べました。企画をする上では、わからないことが多く、ただ言われたことをするだけでは、仕事になら
ないことを実感しました。 
会社で働くということは日々新しいことを生み出すことが重要で、それを毎日することは正直とてもムズかしかったです。今まで人の
意見に頼ってばかりだった自分のとっては新たな発見と言えると思います。 
インターンに参加して学べたことを今後の大学生活に活かしたいと思います。 
三澤さんからのメッセージ！ 
台湾でのインターンは初めてで不安も多いかもしれないですけど、今頑張ることによって将来絶対役に立ちます！自信を持って頑
張ってください！ 

求人情報：随時更新しておりますので、最新の求人及び詳細情報（仕事内容・待遇など）をお問い合わせ下さい。 

 



フィリピン 

 

セブで学生サポート・web マーケティング・企画×英語インターン！ 
 業種：語学学校   
 従業員数：15 名 
 勤務地：フィリピン・セブ 
 業務：学校運営スタッフ（学生サポート/学校業務/マーケティング/イベント企画等） 
 社員国籍：日本人、フィリピン人、中国人、韓国人、ロシア人 
 勤務期間：6 ヶ月以上  勤務時間：8 時間/日・週 5 日  
 給料：無給インターン 
 待遇：滞在先無償提供＋食事＋英語無料レッスン 

 

セブで今話題のオンライン英会話サービス会社でインターン生大募集！ 
 業種：オンライン教育サービス  従業員数：23 名 
 勤務地：フィリピン・セブ 
 業務：カウンセラー/カスタマーサポート/英会話デモレッスン/広報活動 
 社員国籍：日本人、フィリピン人 
 勤務期間：3 ヶ月以上  勤務時間：8 時間/日・週 5 日   
 給料：無給インターン 
 待遇：滞在先無償提供＋食事代＋ビザ費用＋海外旅行保険＋オンライン・レッスン 

 

フィリピン・セブのコールセンター事業運営会社で有給インターンシップ（正社員登用可） 
 業種：コールセンター（日本・アメリカ・フィリピン・中国） 
 勤務地：フィリピン・セブ 
 業務：①オペレーション業務 ②SV 業務（日本語・英語） ③入力業務（日本語・英語） 
④翻訳業務（英語＆日本語）  

 社員国籍：フィリピン人 90％、日本人 10％ 
 勤務期間：3 ヶ月以上 勤務時間：6 時間/日・週 5 日（業務内容により変動あり） 
 給料：月収 20,000 ﾍﾟｿ 
 待遇：滞在先無償提供＋昼食＋ビザ取得費用＋英語無料レッスン週 12 時間 

ベトナム 

 

ベトナムの英語学校で新規事業立ち上げ、webマーケティング・インターン大募集！ 
 業種：英語教育   
 従業員数：58 名 
 勤務地：ベトナム・ホーチミン＆ハノイ 
 業務：①Web マーケティング＆広報 ②レセプション業務 ③ビジネス立ち上げ・営業 
 社員国籍：日本人、ベトナム人、フィリピン人 
 勤務期間：3 ヶ月以上  勤務時間：6 時間/日・週 6 日（土曜か日曜は 8 時間勤務） 
 給料：無給インターン 
 待遇：滞在先無償提供＋英語無料レッスン＋ビザ代行申請 

 

ベトナムで日本文化・日本商品を発信する仕事インターン！ 
 業種：地方自治体のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/ｲﾍﾞﾝﾄ企画/企業ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ/日本語学校 
 勤務地：ベトナム・ハノイ 
 業務：①受託プロジェクトのマネジメント ③物流関係 ③日本語教師 
 従業員数：15 名 
 社員国籍：日本人、ベトナム人 
 勤務期間：6 ヶ月以上  勤務時間：8 時間/日・週 5 日   
 給料：月収 3 万円 
 待遇：滞在先無償提供＋ビザ代行申請 

 

日本へ行きたいベトナム人を育成する日本語教師インターン大募集！ 
 業種：人材・貿易・不動産  従業員数：50 名 
 勤務地：ベトナム・ハノイ 
 業務：①日本語教師 ②日本からのクライアントの対応 ③バックオフィス業務 
 社員国籍：日本人、ベトナム人 
 勤務期間：6 ヶ月以上 
 勤務時間：7.5 時間/日 週 5 日  ＊隔週土曜日勤務 
 給料：月収￥20,000～￥25,000 
 待遇：滞在先無償提供＋航空券＋ビザ取得費用＋昼食補助 

 

ベトナムで日本企業のベトナム市場への進出・新プロジェクトをサポートしている会社 
 業種：スタートアップ企業 
 従業員数：4 名 
 勤務地：ベトナム・ホーチミン 
 業務：①不動産（リサーチ/セールス＆マーケティング  
②コンサルティング（ｶﾌｪ､ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ） ③貿易（営業・マーケティング・詮索策定） 

 社員国籍：日本人、ベトナム人 
 勤務期間：3 ヶ月以上 
 給料：条件付き給与体制 
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インド 

 

三井・三菱などが顧客のインド外資系大企業で英語を常に使いながらのインターン！ 
 業種：不動産・海外進出コンサルタント   
 従業員数：800 名 
 勤務地：インド デリ＆バンガロール＆ムンバイ 
 業務：カスタマー・サービス/マーケット・リサーチ/翻訳/ビジネス・イベント 
 社員国籍：インド人、日本人 
 勤務期間：6 ヶ月以上  勤務時間：8 時間/日・週 6 日（業務により変動あり） 
 給料：月収 25,000～30,000 ﾙﾋﾟｰ 
 待遇：交通費＋海外旅行保険 

 

インドの四つ星ホテルで一流の接客マナーを学びませんか？ 
 業種：ホテル  従業員数：54 名 
 勤務地：インド・ニューデリー 
 業務：①ゲストリレーションズ ②フロント ③ハウスキーピング 
 社員国籍：インド人日本人 
 勤務期間：3 ヶ月以上  勤務時間：8 時間/日・週 5 日   
 給料：月収 20,000 ﾙﾋﾟｰ 
 待遇：滞在先無償提供＋ビザ代行申請 

 

インドで 30 年以上コンサルサービスを展開している外資系企業でのインターン！ 
 業種：ビジネス・不動産コンサルタント  従業員数：25 名 
 勤務地：インド・グルガオン 
 業務：①社内コーディネーター ②翻訳業務 
 社員国籍：インド人 
 勤務期間：6 ヶ月以上  勤務時間：週 2 回以上オフィスで作業できる方。 
 給料：月収 20,000 ﾙﾋﾟｰ 
 待遇：滞在先無償提供＋ビザ代行申請＋航空券＋海外旅行保険 

 

未経験 OK！インドで手厚い待遇を受けながら日本語教師をしたいインターン生大募集！ 
 業種：日本語教育  従業員数：11 名 
 勤務地：インド・ニューデリー 
 業務：①日本語教育 ②日本人駐在員家族への英語教育 ③日系企業営業 
 社員国籍：日本人、インド人 
 勤務期間：3 ヶ月以上  勤務時間：6 時間/日・週 5 日 
 給料：月収 20,000～60,000 ﾙﾋﾟｰ 
 待遇：滞在先無償提供＋ビザ代行申請＋交通費 

カンボジア 

 

カンボジアのイオングループと取引をする企業で広告営業、デザイン広告作成！ 
 業種：広告・フリーペーパー  従業員数：13 名 
 勤務地：カンボジア・プノンペン 
 業務：①ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ広告営業 ②広告ﾃﾞｻﾞｲﾝ作成・ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ ③顧客対応 
 社員国籍：日本人、カンボジア人 
 勤務期間：6 ヶ月以上  勤務時間：8 時間/日・週 6 日   
 給料：月収 US$200 
 待遇：ビザ代行申請＋食事 

 

オーガニック石鹸販売の店舗運営、リサイクル石鹸プロジェクト立ち上げメンバー募集！ 
 業種：店舗運営・旅行・教育  従業員数：13 名 
 勤務地：カンボジア・シェムリアップ 
 業務：①ｵｰｶﾞﾆｯｸﾊｰﾌﾞ石鹸販売店舗運営 ②カンボジアハーブ体験ツアー 

③リサイクル石鹸プロジェクトの立ち上げ 
 社員国籍：日本人、カンボジア人 
 勤務期間：2 週間以上  勤務時間：6～8 時間/日・週 6 日   
 給料：無給インターン 
 待遇：滞在先無償提供 

 

観光客向けツアー・フリーペーパー制作業務に携わりたいインターン生大募集！ 
 業種：広告・フリーペーパー  従業員数：13 名 
 勤務地：カンボジア・シェムリアップ 
 業務：①カンボジア人日本旅行プロジェクト ②旅行部バックオフィス業務 

③出版部業務  ④ゲストハウス業務 
 社員国籍：日本人、カンボジア人 
 勤務期間：2 ヶ月以上  勤務時間：8 時間/日・週 6 日（土曜日は半日業務） 
 給料：月収 US$200 
 待遇：滞在先無償提供 
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マレーシア 

 

マレーシアの完全英語環境でマーケティング・インターン募集！ 
 業種：学校運営・マーケティング管理職  従業員数：5 名 
 勤務地：マレーシア・クアラルンプール 
 業務：①語学学校運営のためのマーケティング  

    ②主に日本・台湾・ベトナムから入学したい学生を集めるための戦略考察 
 社員国籍：マレーシア人 
 勤務期間：3 ヶ月以上  勤務時間：9 時間/日・週 5 日   
 給料：有給インターン（能力給）  
 特典：労働ビザの取得サポートあり！ 

 

世界 33 ヶ国の国籍の社員が活躍するグローバル企業でインターン募集！ 
 業種：アウトソーシング企業  従業員数：3,000 人（9 ヶ国） 
 勤務地：マレーシア・クアラルンプール 
 業務：①大手航空会社でカスタマーサポート業務（日本語対応） 

②大手旅行会社でカスタマーサポート業務（日本語・英語対応） 
 社員国籍：マレーシア人・日本人 
 勤務期間：1 年間  勤務時間：9 時間/日・週 5 日  ＊正社員への応募可能！ 
 給料：RM4,000～RM6,000＋能力給  社員寮：RM1,000 
 特典：ビザ取得費用＋語学研修制度＋片道航空券 

タイ 

 

タイで急成長中のベンチャー企業。経営者の近くでインターンをしたい方大募集！！ 
 業種：不動産・IT  従業員数：10 名 
 勤務地：タイ・バンコク 
 業務：①新規開拓営業 ②Web 製作＆マーケティング ③社長秘書 
 社員国籍：日本人、タイ人 
 勤務期間：3 ヶ月以上 勤務時間：8 時間/日・週 5 日   
 給料：3 ヶ月以上 5,000 バーツ 6 ヶ月以上 10,000 バーツ 
 待遇：滞在先無償提供＋ビザ費用負担＋観光ビザの延長費用＋交通費支給 

 

世界 4 ヶ国で事業を展開しているコンサルタント会社で日系企業のアジア進出を支援する
インターン生大募集！ 

 業種：アジア進出コンサルティング  従業員数：37 名 
 勤務地：カンボジア・シェムリアップ 
 業務：①日本人スタッフアシスタント ②コーディネーター ③翻訳業務 
 社員国籍：日本人、タイ人、フィリピン人 
 勤務期間：3 ヶ月以上  勤務時間：8 時間/日・週 5 日   
 月収：学生 15,000 バーツ 社会人 50,000 バーツ 
 待遇：往復航空券＋ビザ代行申請＋海外旅行保険 

台湾 

 

台北で CG 映像制作やアプリ開発などのクリエイティブインターン！ 
 業種：映像制作・デザイン  従業員数：8 名 
 勤務地：台湾・台北 
 業務：①事務（翻訳/書類作成/CEO の業務サポート/クライアントとの折衝） 

②技術職・デザイナー（3D モデリング/アニメーション/エフェクト素材制作/合成） 
 社員国籍：台湾人、マレーシア人 
 勤務期間：12 ヶ月以上  勤務時間：8 時間/日・週 5 日（シフト制のため変動あり） 
 給料：有給インターン時給 130～150 台湾ドル 
 待遇：ビザ代行申請＋台湾生活サポート 

 

台湾の大手外資人材会社で中日翻訳・通訳として活躍したい方大募集！ 
 業種：人材派遣会社  従業員数：500 名 
 勤務地：台湾・新竹 
 業務：①中日翻訳（日本語データファイルの翻訳） ②日本語・中国語間の通訳 
 社員国籍：台湾人 
 勤務期間：12 ヶ月以上  勤務時間：週 3 日（9:00～18:00の間で 4 時間勤務） 
 給料：月収 5,000 台湾ドル 

 

未経験 OK！中国語を学びながら日本語教師がしたいインターン生大募集！！ 
 業種：日本語教育  従業員数：10 名 
 勤務地：台湾・台中 
 業務：①日本語教師（台湾人向け日本語授業） ②学校運営スタッフ 
 社員国籍：日本人、台湾人 
 勤務期間：2 ヶ月以上  勤務時間：5 時間/日（17:00～21:30） 週 5 日（月～金） 
 給料：有給インターン（日本語教師のみ） 授業 1 時間 1,000 円程 
 待遇：・滞在先無償提供＋中国語の無料レッスン  
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➢ アジアならではのパワフルな都市と変化に富んだ自然が共存する、多様な顔に満ちた国ベトナム。北部は首都ハノイ、中部は

ビーチリゾートのダナン、南部は商業都市ホーチミンと多彩な地域でホテル就労体験が可能！ 

➢ 紹介するホテルはいずれも 4 つ星・5 つ星クラスの高級ホテルで、ゲストリレーションを中心とした有給のポジション！ 

➢ インターンからの正社員への登用の可能性が高く、優秀な方は最初から契約社員としての採用の可能性あり！ 

 

参加条件 ① 20～35 歳の健康な男女（学生可）。36 歳以上でホスピタリティ経験のある方はご相談下さい。 
② 中級以上の英語力のある方（コミュニケーション重視） 
③ 学生：ツーリズムまたはホスピタリティ専攻またはホスピタリティのアルバイト経験がある方。 
④ 社会人：ホテル・レストランでの職歴のある方。 

参加期間 
ビザ 

採用期間：6～12 ヶ月間 ＊3 ヶ月以内の短期希望の方はご相談ください。 
商用ビザ：3 ヶ月間（ベトナム大使館で申請、現地更新）またはインターン期間（6・12 ヶ月間） 
正社員登用後に就労ビザへ切り替え（更新可能） 

研修先ホテル 
（サンプル） 

都市：ハノイ/ダナン/ホーチミン/フーコック 
ホテル： Sheraton, Marriott, Lotte, New World, Caravelle, Furama Resort, Rex, JAL Hotels, etc. 

ポジション メインの業務は日本人ゲストリレーション及びフロント。シーズンとシフトにより各種ポジションを経験します。 

勤務条件 勤務時間：8 時間勤務・週 6 日（シフトと休日はホテルの規定による） 

 英語力 ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ職歴 宿泊先 食事 手当（月） 期間 プログラム費用 

短期インターン 中級 1 年以上 社員寮（相部屋） 3 食 無給 3 ヶ月間 ￥１５０，０００ 

学生インターン 中級 1 年以上 社員寮（相部屋） 3 食 $100～$300 6～12 ヶ月間 ￥１７０，０００ 

社会人研修生 中上級 2 年以上 社員寮（相部屋） 3 食 $200～$500 6～12 ヶ月間 ￥１７０，０００ 

プログラム費用に含まれるもの 
① 手続き料／英文書類作成／出発前オリエンテーション 
② ホテルとの交渉／面接設定／ホテル手配料 
③ ホテルからの招聘状 
④ 到着時の出迎え／ホテルでのオリエンテーション 
⑤ 研修中のサポート（電話またはメールでの相談） 
※ホテルによっては航空券・ビザ申請料を支給してくれます。 

費用に含まれないもの 
① 航空券代：格安航空券を手配します。 
② 海外旅行保険料：原則当センターにて加入して頂きます。 
③ 業務ビザ申請料：6 ヶ月￥17,500 1 年間￥22,500 
④ ビザ代行料：￥30,000 
オプション（インターンから正社員への採用交渉） 
サポート費用（就労ビザ取得）：\180,000 

応募方法 1. 書類選考：①日本語履歴書 ②英文履歴書 ③顔写真 
2. 現地コーディネーターとのスカイプ・インタビュー。 
3. 書類審査に合格⇒申込書と必要書類の提出 
4. 申込金のお支払い⇒ホテルとの受入れ交渉 
5. ホテルとのスカイプ・インタビュー 
6. インターン先ホテルの決定！ 
7. プログラム費用残金のお支払い⇒オファー・レター 
8. ホテル側が移民局に就労許可申請⇒招聘状の発行 
9. 航空券及び海外旅行保険の手配 
10. ベトナム大使館にて商用ビザ申請 
11. 出発！⇒入国審査⇒ホテルへ移動（空港送迎） 
12. ホテルでのオリエンテーション⇒インターン開始！ 
13. ビザ更新⇒インターン終了 ＊正規雇用の可能性あり！ 
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あなたも素敵な国際派ホテリエになりませんか？！  
シンガポールに次ぐ東南アジアの中心国マレーシアでは金融等のビジネス以外にも観光業にも力を入れています。高度なホスピタ
リティを経験したい、マレーシアをスタートとして世界のホテルで活躍したい等、海外就労に挑戦したい方に最適のプログラムです。 
国際的なホテル業界で活躍できる即戦力となる人材の育成、ホテル就職サポートを目的としたプログラムです。 
➢ 研修地は大都市クアラルンプール、またはビーチリゾートとして有名なペナン・ランカウイ・コタキナバル！ 
➢ インターン先は世界有数の 4 つ星以上のシティホテルやリゾートホテル、高級ラグジュアリー・ホテルを保証！ 
➢ 通常のホテル就労プログラムではベッド・メイキングやハウス・キーピングなどが主流のところ、このプログラムではフロントや

ゲストリレーション等接客ポジションを体験できるので、ホテル業務を実践的に習得でき、その後の就職に非常に有利！ 

 

参加条件 期間 年齢 学歴 英語力(目安) ホスピタリティの職歴 ビザ 

学生 6 ヶ月間 20～24 歳 在籍中 TOEIC600 以上 アルバイト 1 年以上 Professional Visit Pass 

社会人 12 ヶ月間 20～35 歳 高卒以上 TOEIC750 以上 正社員職歴 2年以上 Employment Pass III 

開始時期 
ビザ 

参加期間 

随時：ホテルの手配からビザ取得まで 2 ヶ月程度要しますので、4 ヶ月以上前にお申込み下さい。 
移民局承認書発行後、東京のマレーシア大使館で短期就労ビザ取得。 
学生は 6 ヶ月のみ。社会人の申込みは 12 ヶ月以内で、最大 2 回の延長更新可能。 

研修先 
提携ホテル 

メインはクアラルンプール市内・郊外の 4 つ星・5 つ星ホテルで、リゾート地はリクエスト・ベースとなります。 
クアラルンプール市内：Regent, Westin, Istana, Crown Plaza, Shangri-la, Hilton, Pan Pacific, Mandarin Oriental 
クアラルンプール郊外：Holiday Inn Subang Jaya, Grand Dorsett, The Saujana, Pan Pacific Glen Mary Resort 
ペナン島：Parkroyal, Eastin, Shangri-la Rasa Sayang Resort & Spa, Cititel, Meritus Pelangi Beach Resort  
Golden Sands Resort, Rasa Sayan , E&O Hotel, G Hotel, Hardrock Hotel 
ランカウイ島：The Datai Langkawi, Meritus Pelangi Beach Resort & Spa, Eastin  
マラッカ： Equatorial Melaka  コタキナバル（ボルネオ）：Nexus Resort Karambunai 

ポジション 
 

学生・新卒：フロント/コンシェルジュ/ベル/ラウンジ/レストラン/バー/ハウス・キーピング等（ローテーション）。 
社会人（ホテル経験者）：基本はフロント等ゲストリレーション（ローテーションで他部署の配属もあります。） 

期間 住居 食事 就労時間 期間 手当（月） プログラム費用 

学生 社員寮 or ｼｪｱﾊｳｽ（家賃 RM500程） 3 食 週 48 時間 6 ヶ月間 RM400～ ￥３２０，０００ 

社会人 社員寮（相部屋） 12 ヶ月間（更新可） RM500～  ￥３４０，０００ 

オプション 社会人：契約更新・ビザ延長サポート 1 回につき￥１５０，０００ 

申込金：プログラム費用の 50% 
費用に含まれるもの 
① 手続き料／国際通信費 
② ホテルのリサーチ／受入交渉／面接設定 
③ ホテルからのジョブオファー（雇用契約書） 
④ 住居手配：ホテルより従業員宿舎と 3 食が支給されます。 
⑤ 移民局向けの書類作成及び移民局承認申請料 
⑥ 滞在中のサポート（日本人コーディネーター） 

オプションに含まれるもの 
① ホテルとの契約交渉及びジョブオファーの取得。 
② ビザ延長・申請の手続き代行（申請料及び申請書類発行に

関わる諸費用は自己負担） 

費用に含まれないもの 
① 航空券代：格安航空券を手配します。 
② 海外旅行保険料：原則当センターにて加入して頂きます。 
③ ビザ代理申請手数料：￥20,000（税別） 

応募方法 1. 書類選考：①日本語履歴書 ②英文履歴書 ③証明写真及び全身写真  
2. 必要に応じて、電話/スカイプ・インタビュー（英語力診断）を設定します。 
3. ホテルとの面接（電話またはスカイプ)⇒合格！！ホテルからオファーレター 
4. 必要書類の提出：①パスポート･コピー ②英文卒業証明書 ③カラーの証明写真 ④オファーレター（サイン） 
5. 現地移民局でのビザ承認申請⇒ビザ承認後、ビザ発給通知レターが届きます。 
6. 渡航手配（航空券・保険）⇒東京のマレーシア大使館にてビザ申請 
7. 出発！⇒入国審査⇒ホテルへ移動（ホテルにより空港出迎えあり） 
8. ホテルでのオリエンテーション⇒インターン開始！ 
9. インターン終了⇒レファレンス・レター発行 

 
   



 

 

➢ 世界的ビーチリゾートのプーケットや首都バンコク、日系企業が進出している地方都市での高級ホテルで就労体験！ 

➢ 主な業務はゲストリレーションやフロントなので、ホテルの接客サービスを体得できる！ 

➢ 契約更新・正社員への登用が可能！タイやカンボジアで長期就労希望の方にはベストのプラン！ 

 
参加条件 ① 21～35 歳の健康な男女（学生可）。36 歳以上でホスピタリティ経験のある方はご相談下さい。 

② 中級～中上級程度の英語力のある方（コミュニケーション重視）。英語力に応じて、プランをご紹介します。 
③ 学歴・職歴：学生可、ホテル・レストランでの職歴のある方は優遇（高卒の方は要ホスピタリティ職歴） 

契約タイプ エリア 期間 タイプ ポジション 宿泊先 食事 手当 

プラン A 
（インターン） 

ﾊﾞﾝｺｸ（一部） 6 ヶ月~ 4 & 5 星 
ホテル 

ｹﾞｽﾄﾘﾚｰｼｮﾝ ｱﾊﾟｰﾄ（自己負担） 勤務中 10,000THB 

ﾌﾟｰｹｯﾄ/ｻﾑｲ/ﾊﾟﾀﾔ 社員寮 3 食 10,000THB 

プラン B カンボジア・シェムリアップ 6 ヶ月~ 5つ星ﾎﾃﾙ 客室部門・複数 社員寮 3 食 US$300 

プラン C 
（契約社員） 

ﾊﾞﾝｺｸ/ｱﾕﾀﾔ/ｼﾗﾁｬ/ﾗﾖｰﾝ 
ｺﾗｰﾄ/ｶﾋﾞﾝﾌﾞﾘ/ﾌﾟﾗﾁﾝﾌﾞﾘ 

1 年間 
更新可 

ホテル ｹﾞｽﾄﾘﾚｰｼｮﾝ 社員寮 3 食 28,000THB 

※日本人駐在員多い地域・日本人ゲストが多いホテルがメインです。 

研修先 
（サンプル） 

プーケット：*Panwa Beach Resort *Kｈao Lak Seaview  *Maikhao Dream  *Radisson Blu Plaz  *Thanyapura  
バンコク：*Novotel  *Sofitel  *Sheraton  *Ibis  *COMO  *Meridien  *Jasmine City Hotel  *Radisson Blue 
サムイ：*Buri Rasa Village Resort, Samui  *Anantara Lawana Resort & Spa  *Six Senses 
その他：Cape & Katary Hotels, Prince Angkor 

ポジション メインの業務は日本人ゲストリレーション。シーズンとシフトにより各種ポジションを経験します。 

勤務条件 勤務時間：8 時間勤務・週 6 日（シフトと休日はホテルの規定による） 

タイのビザ：ノンイミグラント B（就労）ビザ  ＊学生インターンは E（就学）ビザを取得するケースがあります。 
⚫ 東京のタイ大使館にてご自身で申請して頂きますが、基本的にシングル･ビザしか取得できません。シングル･ビザでは入国時に

90 日間の滞在許可しか下りないため、3 ヶ月毎の滞在期間延長のために隣国へのビザ･トリップが必要となります。 
⚫ ビザ･トリップは一般的にマレーシア、ラオス、カンボジアの近隣諸国となり、指定のビザ・トリップツアーに参加して頂きます。 
⚫ 最初のビザ･トリップでマルチプル･ビザが取得できれば、ビザ更新は 1 回で済み、出入国スタンプのため近隣諸国への日帰り旅
行を 90 日毎に行って頂きます。シングル･ビザしか取得できなければ、90 日毎にビザ･トリップ（2 日間）を行って頂きます。 

プログラム費用 6 ヶ月間 12 ヶ月間 

プラン A ￥３００，０００ ￥４００，０００ 

プラン B ￥２５０，０００ ￥３００，０００ 

プラン C  ￥２５０，０００（採用枠は限定数） 

費用に含まれるもの 
① プログラム運営費 
② ホテル手配料／労働許可証取得費用 
③ 出発前オリエンテーション  
プラン A・B  ＊空港送迎の有無は就労地により異なります。 
④ 空港出迎え／現地オリエンテーション／滞在中のサポート 

費用に含まれないもの 
① 航空券代：格安航空券を手配します。 
② 海外旅行保険料：原則当センターにて加入して頂きます。 
③ ビザ申請料・滞在延長申請料（現地） 
④ 健康診断・予防接種費用 
⑤ ビザ更新時のビザトリップ費用＋ビザ申請料 

応募方法 1. 書類選考：①日本語履歴書 ②英文履歴書 ③証明写真（履歴書に添付）  
2. 申込み手続き：①申込書 ②パスポート･コピー ③英文卒業証明書 ④作文（志望動機） ⑤申込金 
3. ホテルとのスカイプ・インタビュー⇒インターン先ホテルの決定！⇒プログラム費用残金のお支払い 
4. ジョブ･オファー・レター発行⇒就労許可証取得⇒渡航手配⇒⇒タイ大使館にてノンイミグラント B ビザの申請 
5. 予防接種（必要な場合）⇒出発前オリエンテーション 
6. 出発！⇒入国審査⇒ホテルへ移動（空港送迎）⇒ホテルでのオリエンテーション⇒インターン開始！ 
7. ビザ更新⇒インターン終了 

 

https://www.capekantaryhotels.com/gallery/gallery/capecollection/capepanwa/orig-images/Cape%20Panwa%20Hotel-Bird%20Eye%20View_02.jpg
https://capekantaryhotels.com/gallery/gallery/capecollection/capefahn/orig-images/Cape%20Fahn%20Hotel%20-%20Fahn%20Island_2.jpg
https://www.capekantaryhotels.com/gallery/gallery/capecollection/capepanwa/orig-images/Cape%20Panwa%20Hotel-Beach_03.jpg
https://www.capekantaryhotels.com/gallery/gallery/kantarycollection/kantarybay-rayong/orig-images/Kantary%20Bay%20Rayong-Building.jpg
https://www.capekantaryhotels.com/gallery/gallery/capecollection/capepanwa/orig-images/Cape%20Panwa%20Hotel-Junior%20Suite_01.jpg
https://www.capekantaryhotels.com/gallery/gallery/kantarycollection/kantarybay-rayong/orig-images/Kantary%20Bay%20Rayong-Lobby_02.jpg.jpg
https://www.capekantaryhotels.com/gallery/gallery/capecollection/capepanwa/orig-images/Cape%20Panwa%20Hotel-The%20Absolute%20Suite_04.jpg


 

➢ 語学力とホスピタリティ経験が不足している方でも参加可能なエクスチェンジ・プラン（部屋と食事は無償で支給）！ 
➢ ホスピタリティを学び、語学力のスキルアップ等将来の可能性が大いに広がるでしょう。 
➢ 主な業務はゲストリレーションやフロントなので、ホテルの接客サービスを体得できる！ 

 

参加条件 ① 21～35 歳の健康な男女（学生可）。36 歳以上でホスピタリティ経験のある方はご相談下さい。 
② 中級程度の英語力のある方（コミュニケーション重視） 
③ 学歴・職歴：学生可、ホテル・レストランでの職歴のある方は優遇（高卒の方は要ホスピタリティ職歴） 
④ 英語力が中級以下、ホスピタリティ経験の少ない方は語学研修付のプランをご紹介します。 

プログラム エリア 期間 タイプ ポジション 宿泊先 食事 手当 

プラン A タイ（プーケット） 1 ヶ月~ 4 & 5 星ﾎﾃﾙ  ゲストリレーション 社員寮 2 or 3 食 無給 

プラン B タイ/カンボジア/セブ
ラオス/ミャンマー 

1 ヶ月~ ﾎﾃﾙ/ｹﾞｽﾄﾊｳｽ 
ｺﾝﾄﾞﾐﾆｱﾑ 

ゲストリレーション 
ルームアテンダント 

社員寮 2 or 3 食 無給 

研修先 
（サンプル） 
ポジション 

タイ（プーケット）及びカンボジア（シェムリアップ）：4 つ星以上のリゾートホテル 
タイ： *Evason  *Six Senses  *The Blue Marine  *Port Lagoon Resort *The Royal Paradise   
カンボジア： *Flourishing Boutique & Spa 
ポジション：日本人ゲストリレーション/レセプション/観光ガイド 

その他：次の地域ではインターン先はコンドミニアムやサービス・アパートメントになります。 
タイ（バンコク＆パタヤ＆アユタヤ）、カンボジア（プノンペン）、フィリピン（セブ島）、ラオス（ビエンチャイ）、ミャンマー 
ポジション：日本人ゲストリレーション/レセプション/観光ガイド/マーケティング/日本語サイト作成 

勤務条件 勤務時間：8 時間勤務・週 6 日（シフトと休日はホテルの規定による） 

ビザ 国により異なりますので、別途ご案内します。 

期間 1 ヶ月間 2 ヶ月間 3 ヶ月間 6 ヶ月間 

プランＡ ￥１４０，０００ ￥１７０，０００ ￥２２０，０００ ￥２５０，０００ 

プラン B ￥１３０，０００ ￥１６０，０００ ￥２００，０００ ￥２３０，０００ 

費用に含まれるもの 
① プログラム運営費 
② ホテル手配料 
③ 招聘状発行／労働許可証取得費用 
④ 出発前オリエンテーション  
⑤ 到着時の空港送迎 
⑥ 現地オリエンテーション 
⑦ 日本人コーディネーターによる滞在中のサポート 

費用に含まれないもの 
① 航空券代：格安航空券を手配します。 
② 海外旅行保険料：原則当センターにて加入。 
③ ビザ申請料 
④ 滞在延長申請料（現地） 
⑤ 健康診断・予防接種費用 
⑥ ビザ更新時のビザトリップ費用＋ビザ申請料 
⑦ 語学研修費用 

応募方法 1. 書類選考：①日本語履歴書 ②英文履歴書 ③証明写真（履歴書に添付）  
2. 必要に応じて、現地コーディネーターとのスカイプ・インタビュー書類。 
3. 申込み手続き：①申込書 ②パスポート･コピー ③英文卒業証明書 ④作文（志望動機）  
4. プログラム費用のお支払い 
5. ホテルとのスカイプ・インタビュー⇒インターン先ホテルの決定！ 
6. ジョブ･オファー・レター発行⇒就労許可証取得⇒渡航手配⇒大使館にてビザ申請 
7. 予防接種：はしか・結核・A 型肝炎・B 型肝炎・破傷風 ＊ホテルより要求された場合 
8. 出発前オリエンテーション⇒出発！⇒入国審査⇒ホテルへ移動（空港送迎） 
9. ホテルでのオリエンテーション⇒インターン開始！⇒ビザ更新⇒インターン終了⇒修了証発行 

 

http://jp.amari.com/boulevard/
http://jp.amari.com/residences-sukhumvit/
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1522729275/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Zsb3VyaXNoaW5nYm91dGlxdWUuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzEwL21haW4tc2xpZGUzLmpwZw--/RS=%5eADBTentf6xaWjT.RQOMphEQxZik080-;_ylt=A2RCAw26r8FaCnIAWhkdOfx7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1522729275/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXgxLmFnb2RhLm5ldC9ob3RlbGltYWdlcy8xMDkvMTA5Mjk2My8xMDkyOTYzXzE2MTIzMTE2MDAwMDUwMDc2MTc5LmpwZw--/RS=%5eADB7osRfM7lt9annmTMEddNxlpvhI8-;_ylt=A2RCAw26r8FaCnIAbhkdOfx7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy


 

➢ 世界的ビーチリゾートのプーケット島の旅行会社（ランドオペレーター）で就労体験！ 

➢ ホスピタリティとツーリズムを学び、語学力のスキルアップ等将来の可能性が大いに広がるでしょう。 

➢ 航空業界知識、旅行業界知識を学び、語学力などのスキルアップ等、ご自身の将来の可能性が大いに広がる事でしょう。 

     

参加条件 ① 20～35 歳の健康な男女（学生可）。 
② TOEIC600 以上の英語力 
③ 学歴と職歴の条件：大学・短大・専門学校卒（専攻を問わず）。 
④ 旅行会社・航空会社での経験は問いませんが、将来旅行業界で働きたいなど意欲のある方。 

開始時期 通年：開始時期と期間はご相談下さい。 

研修先 インバウンド専門の旅行会社（ﾊﾞﾝｺｸ/ﾌﾟｰｹｯﾄ） ベトナム航空タイ・バンコク発券事務所 

仕事内容 ⚫ エージェント用語の学習 
⚫ ホテル新規予約をホテルへ送信 
⚫ ホテル回答を日本のエージェントへ送信 
⚫ レストラン予約  
⚫ ガイド・運転手・車両予約 
⚫ オプショナルツアー予約  
⚫ ホテルの下見及びホテル・スタッフとの商談 
⚫ ガイド業務（空港・ホテル送迎、市内観光など） 

⚫ 予約・発券業務 
⚫ 受付・ゲストリレーション   
⚫ 日本人営業・マーケティング 

 インターン開始の 1 週間後位にオフィス及び研修
生双方で相談し、配属が決まります。 

 航空業界への就職は狭き門ですが、将来は航空
業界で働きたい、または旅行業界で働きたいとい
う熱意のある方を大歓迎します。 

勤務条件 
 

◆ 勤務時間：8 時間勤務（シフト制） 
◆ 食事・交通費の支給はありません。 
◆ 無給インターンシップ 

◆ 勤務時間：9 時間勤務（シフト・勤務時間・休日は
会社の規定による） 

◆ 無給インターンシップ 

注意事項 ◆ 実際にお客様に接してお仕事をしますので、就業時間中の服装はフォーマルとなります。また、髪型規定
はありませんが、接遇するお客様に失礼のない髪形を心がけて下さい。 

◆ 予防接種（はしか、結核、A 型肝炎、B 型肝炎、破傷風）を予め接種して下さい。 

特典 ➢ 格安の家賃でアパートが手配されております。   
➢ ビザ･トリップ無料提供（別途ビザ申請料）。 
➢ レンタル携帯電話：300Bahr 分の無料通話付き 

➢ 優良者は面接の上、現地採用の可能性あり！ 

➢ 格安の家賃でアパートが手配されております。   

➢ ビザ･トリップ無料提供（別途ビザ申請料）。 

➢ 通勤分の BTS プリペイドカードが支給される。 
➢ レンタル携帯電話：300Bahr 分の無料通話付き 

滞在先 プーケット：Blue Karina Inn （個室・徒歩 5 分）  http://www.bluecarinainnhotel.com/  
大型スーパーマーケットの裏手にあるアパートで、プール等の設備もあり、とても便利です。 
バンコク：ルーム･15・シティアパートメント  http://www.romm15bkk.com   

食事は自炊または外食です。タイ料理の外食であれば、食費は 1 週間当り\4,500 位でしょう。 

プログラム費用 3 ヶ月間 6 ヶ月間 9 ヶ月間 12 ヶ月間 

ﾌﾟｰｹｯﾄ旅行会社 ￥３５０，０００ ￥５００，０００ ￥６００，０００ ￥７００，０００ 

ﾊﾞﾝｺｸ旅行会社 ￥４２０，０００ ￥５４０，０００ ￥６６０，０００ ￥７８０，０００ 

ﾊﾞﾝｺｸ航空会社 ￥４２０，０００ ￥５４０，０００ ￥６６０，０００ ￥７８０，０００ 

費用に含まれるもの 

① 手続き料/ビザ申請サポート/出発前オリエンテーション  

② インターン先手配料／労働許可証取得費用 
③ 到着時の出迎え費用／現地オリエンテーション 
④ 宿泊代：アパート個室 
⑤ 現地日本人コーディネーターによる滞在中のサポート 
⑥ ビザ･トリップ費用（車代・宿泊代・朝食・ガイド付き） 

費用に含まれないもの 
① 航空券代：格安航空券を手配します。 
② 海外旅行保険料：原則当センターにて加入して頂きます。 
③ ビザ申請料\9,000：東京のタイ大使館での本人申請です。 

④ 健康診断・予防接種費用 

⑤ 食費：月\20,000 程度 
⑥ ビザ更新時の申請料 5,000Baht 

応募方法 1. 書類選考：①日本語履歴書 ②英文履歴書 ③証明写真（履歴書に添付）  
2. 書類審査に合格⇒申込書の提出⇒申込金のお支払い 
3. 必要書類の提出：①パスポート･コピー ②英文卒業証明書 ③作文（志望動機） 
4. ホテルとの受入れ交渉⇒ホテルとのスカイプ・インタビュー⇒インターン先ホテルの決定！ 
5. プログラム費用残金のお支払い⇒ジョブ･オファー・レター発行⇒就労許可証取得 
6. 航空券及び海外旅行保険の手配⇒タイ大使館にてノンイミグラント B ビザの申請 
7. 予防接種：はしか・結核・A 型肝炎・B 型肝炎・破傷風⇒出発前オリエンテーション 
8. 出発！⇒入国審査⇒ホテルへ移動（空港送迎）⇒ホテルでのオリエンテーション⇒インターン開始！ 
9. ビザ更新⇒インターン終了⇒修了証発行  

http://www.bluecarinainnhotel.com/
http://www.romm15bkk.com/


 

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。 

 

 有給インターン ワーク・エクスチェンジ 

ロケーション ソウル中心部・ソウル郊外・地方都市 ソウル市内・釜山市内 

研修先 シティホテル／コンドミニアム／ゴルフ場 ホステル／ゲストハウス 

ビザ ワーキングホリデー・ビザ 観光（ビザなし）またはワーキングホリデー・ビザ 

語学力 韓国語：インターン開始時に中級レベル（準 2 級）。 
英語：TOEIC650 レベルが望ましい。英語での接客レベル。 

韓国語：初級上レベル 
英語：日常会話レベル 

職歴 ホスピタリティ専攻学生またはホスピタリティ経験者 ホスピタリティ経験者優遇 

ポジション フロント／ベル／コンシュルジュ／ハウスキーピング 
レストラン／カフェ／バー／バンケット 

ハウスキーピングがメイン 
レセプション（韓国語・英語中上級レベル） 

勤務時間 週 25 時間勤務 ＊年間合計 1,300 時間の制限あり。 週 15 時間（1 日 3 時間×週 5 日間） 

住居 ソウル郊外・地方のホテル：社員寮  
＊無償提供または寮費が給料より天引き。 
ソウル市内：コシテル or リビングテル（自己負担） 

ホステル内のドミトリー・ルーム（無償提供） 

食事 基本的に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。 

食堂のご飯とインスタントラーメンが無料。 
共同キッチンで自炊可能。 

給料 時給 8,350 ウォン ＊収入は勤務時間数により変動があり。 無給 

プラン 韓国語研修 滞在先 ｲﾝﾀｰﾝ期間 プログラム費用 

ワークエクスチェンジ A なし ホステル 1～3 ヶ月間（長期可能） ￥８０，０００ 

ワークエクスチェンジ B 1 ヶ月 ホステル 1～3 ヶ月間（長期可能） ￥１４０，０００ 

有給インターン：プラン A なし 社員寮／コシテル 3～12 ヶ月間 ￥３００，０００ 

有給インターン：プラン B 1 ヶ月 コシテル⇒社員寮・コシテル 3～11 ヶ月間 ￥４８０，０００ 

費用に含まれるもの 
① 登録料/手続き料/WHビザ申請サポート 
② インターンシップ先手配料 
プラン B 
③ 入学金：HOSKO Korean Language Program（ソウル） 
④ 授業料（週 15 時間）4 週間分 
⑤ コシテル宿泊代 4 週間分 
⑥ 空港出迎え 

費用に含まれないもの 
① 航空券代 
② 海外旅行保険料 
③ 教材費 
④ コシテル滞在中の食事／レンタル代（布団・WIFI）／清掃代 
⑤ 追加の授業料 
⑥ インターン中の滞在先手配料：￥２５，０００ 
※大学語学堂での韓国語研修をご希望の方はご相談ください。 

有給ホテル・インターンシップ手続きの流れ 

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  ＊申込金のお支払い 

③ ホテルでの書類審査⇒ホテルとの面接⇒面接合格！ 

④ プログラム費用残金のお支払い⇒WHビザ申請⇒渡航手配（航空券・海外旅行保険） 

⑤ 出発前オリエンテーション⇒出発⇒現地到着⇒滞在先へ移動 

⑥ 現地オリエンテーション⇒インターン開始！ 

 韓国入国後、外国人登録を行い、外国人登録証取得後にインターン開始となります。

取得に 2～3 月要するので、待期期間中はワークエクスチェンジを手配します。 
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現地での実務経験で就職に差をつける！ 
企業本国からの管理スタッフや韓国人スタッフと一緒に働きながら、実践的な語学力とビジネ

スの習慣や手法を学べるプログラムです。韓国での実務経験は、帰国後の就職に大いに役立

ちます。また、インターンシップ受入先企業での就職に繋がる可能性もあります。 

ビジネスインターンシップで「仕事」を考える 
韓国語に英語、そして日本語が飛び交う現場で、企業スタッフと同じ目的・目標をもって真剣に

仕事をするのが、ビジネスインターンシップ。このインターンシップでは、企業での仕事内容、こ

とばの壁、そして日本とのビジネスの習慣と生活習慣の違いに悩まれることもあるでしょう。 

その「きびしさ」があなたを大きくし、そのかけがえのない経験があなたの一生の「糧」となりあ

なたを支えてくれます。 

そして、この経験を通してインターンシップ終了後には、「あなたの道」が少しでも見えているこ

とでしょう。 

現地就職に繋がる可能性も！ 
このビジネスインターンシップでは、受入先の優秀な人材発掘、そして確保というリクルート面

の目的も兼ね備えています。つまり、インターンシップ期間中でのがんばり次第では、受入先

での就職に繋がる可能性も十分にあるということです。 

生きたビジネス韓国語を身につけたい！ 
インターンシップ先の職場では、語学堂では学べない、生きたビジネス韓国語・英語が使用さ

れています。そんな職場での職種による専門用語やビジネス用語を日々、聞き、理解し、話す

ことを繰り返しながら、あなたの語学力に磨きをかけてください。きっと、インターンシップ終了

後には、ご自身が驚くほどの進歩を遂げることになるでしょう。 

就職・キャリアアップを目指して！ 
一旦、就職はしたけれども疑問を抱えたり、自分と合わなかったり、現実の仕事が自分の思い

描いていたものとかけ離れていたなど、男女問わず仕事を見直す方が多くなっているようで

す。そんな方の語学力を高めて経験も積んで、キャリアアップをして転職に繋げたいという思い

を大事にしたのが、このビジネスインターンシップです。 
 

研修先 研修予定地：ソウル市 
研修先：韓国に進出している日本やアメリカの外資系企業・韓国の企業 

業種・職種 ⚫ 事務職：営業アシスタント・秘書・一般事務・会計・貿易関連 
⚫ サービス業：旅行・観光・航空 
⚫ ＩＴ・技術職：システムエンジニア 
⚫ 日本語教師 
これらの業務以外にご希望に最も近い企業や業界をお探しすることも可能です。随時、お問い合せ下さい。 

研修先例  ソウルグローバルセンター（外国人対象の行政サービス）：期間 3～6 ヶ月間 報酬月額 30 万ウォン＋昼食代 
 カフェ店舗運営インターンシップ：期間 3～6 ヶ月間 報酬月額 30 万ウォン＋昼食代 
 日本人を対象にした不動産にてインターンシップ：期間 3～6 ヶ月間 報酬月額 30 万ウォン＋昼食代 
 韓国芸能事務所でのインターンシップ：期間 3～6 ヶ月間 報酬月額 30 万ウォン＋交通費 
 国際会計事務所でのインターンシップ(韓国企業)：期間 3～6 ヶ月間 報酬月額 30 万ウォン＋交通費 

研修期間 短期インターンシップ（2・3・4週間）：夏休みと春休みのみ 
長期インターンシップ（３～１２ヶ月）：随時 ＊時期により募集先企業が異なりますので、ご相談下さい。 

研修条件 ① 宿泊先の手配：現地オフィスが手配する宿舎・下宿もしくは受入れ企業の宿舎（有料） 
② 基本的に無給  ※昼食または交通費の支給を交渉できるケースもあります。 

応募資格 ① 韓国語（職種によっては英語も）日常会話能力 
② ２０～３０歳の WH ビザ取得者 
③ インターン希望職種での職歴 

待遇 次のいずれかの条件で交渉しますが、事前の保証はできかねます。 
➢ 時給制：韓国の最低時給 
➢ 住宅補助：下宿またはコシテルの宿泊代の全額または一部の補助。 
➢ 勤務中の食事及び交通費の支給。 

参加期間 2週間 3週間 4週間 12週間 24週間 36週間 48週間 

プログラム費用 \80,000 \100,000 \120,000 ￥220,000 \280,000 \340,000 \400,000 
プログラム費用に含まれるもの 
① 登録料・手続き料 
② WH ビザ申請サポート 
③ 渡航手配：航空券／海外旅行保険 
④ インターンシップ先手配費 1 件分（12 週間以上は複数個所の

可能性があります） 
⑤ 現地オリエンテーション及び滞在中のサポート 

費用に含まれないもの 
① 滞在先手配料＆空港送迎費用：￥32,000 
② 宿泊代及び食費：下宿（朝夕 2 食付き）またはコシテル 
③ 航空券代： 
④ 海外旅行保険料 
⑤ ビザ取得に関わる諸費用 
⑥ 宿舎から研修先までの通勤交通費 
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