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その他 温泉入浴施設を無料で利用可

売店・飲食店で従業員割引あり

福利厚生 住居 寮（2人部屋/8-12帖）　ホテル敷地内にあり

水道光熱費無料、テレビ・冷蔵庫あり

食事 無料（社員食堂）

身だしなみ 制服（貸与）

肩より長い髪は束ねること

インターネット ロビーと寮にWifiあり

ヘアカラー不可 （黒色または暗い茶色のみ）

禁止事項 無断欠勤、遅刻、早退

喫煙エリア以外での喫煙

動きやすい靴（スニーカーなど）

締め日 毎月15日、タイムカード提出

支払日 毎月月末

準備するもの

給与 時給913円

超過勤務および深夜(22:00-5:00) 25%増し

計算単位 15分毎

条 件 仕事内容 客室清掃（清掃・準備、布団敷き）

ホールスタッフ（配膳、食器洗い）

勤務時間

シフト制　1日8時間　月間176時間以上

7：00-10：00, 10:00-14:30, 17：00-22：00,18:00-20:00

受入れ人数 ２名（女子学生が望ましい）

応募資格

四年生大学の学生かつ観光学科・日本語学科など関連のある学部生、

日本語N3以上かつ初級英語 ※ インターン開始時N2レベルが望ましい

住所 〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1531

アクセス 伊豆急行線・伊豆稲取駅からシャトルバス/車で約7分、徒歩16分、東京から2時間半

インターン期間インターン期間インターン期間インターン期間 2022年８月 - 2023年7月　（12ヵ月）2022年８月 - 2023年7月　（12ヵ月）2022年８月 - 2023年7月　（12ヵ月）2022年８月 - 2023年7月　（12ヵ月）

インターンシップ(募集要項)

法人名 株式会社いなとり荘

活動先名 いなとり荘

ホームページ https://www.inatoriso.com/

応募期間応募期間応募期間応募期間

2022年4月1日 - 2012年4月28日2022年4月1日 - 2012年4月28日2022年4月1日 - 2012年4月28日2022年4月1日 - 2012年4月28日

面接終了・書類提出完了期限：2023年4月28日面接終了・書類提出完了期限：2023年4月28日面接終了・書類提出完了期限：2023年4月28日面接終了・書類提出完了期限：2023年4月28日
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Meal Free (at company cafeteria)
Others Free Onsen bathing facilities at the hotel

Discounts for shop and restaurant at the hotel
Future reemploy Yes (will consider and discuss)

Company benefits Residence Dormitory (2-4 person/26-39m2)
 located within the grounds of the hotel
Free Utilities(water/electricity), TV, refrigerator

Appearance in Uniform (will be lent from host company)

Tie-up the hair if the hair longer than sholder
Internet Wi-Fi at the lobby and the cafeteria

Hair-color prohibited (only in black/dark brown)

Violation Absent(or leave early or late) without due notice
Soking in the prohibited area

Items students
brought along Shoes (easy to move, such as sneakers)

Closing day 15th of every month, by submitted the time-card
Pay date by the end of month

Basic pay Hourly 910JPY,  Hourly 1,137JPY for 22:00-5:00 or overtime
Calculation unit every 15 minutes

Condition Contents of duty House keeping (room cleaned, spread of Japanese style bedding)
Restaurant Staff (dishwashing and Serving)
*require to flexibly deal with other tasks

Working hour Shift system depending on the following combination of duty hours
7：00-10：00, 10:00-14:30, 17：00-22：00,18:00-20:00
Min. 176 hours/month

Number of acceptance 2 students (female students preffered *domitory issue)

Requirements
Students(Bachelor/University), in master of Tourism, Hospitality or Japanese,
equal or higher than N3 Japanese language skills and Basic English skills
*N2 level is preferrable when the program will start.

住所 (Address) Inatori1531, Higachiizu-cho, Kamo-gun, Sizuoka pref.

Access
7 minutes from Izuinatori station by free-shuttle bus / car
16 minutes from Izuinatori station by walk
2.5H from Tokyo station

Term Fixed term, August 2022- July 2023 (12 month)

インターンシップ(募集要項) Applicant Guidelines

法人名(Company) 株式会社いなとり荘 (Inatoriso Co. lted)

活動先名（Working Place) いなとり荘 (Inatori-So)

ホームページ(URL) https://www.inatoriso.com/

Application period 1 April - 28 April 2022
Due (interview and document submission) : 28 April 2022


