
岐阜県外国人留学生県内就職促進事業（インターンシップ） 

エントリーシート企業用 

企業名 株式会社 CoworkingKitchen 

業種、事業内容等 
(貴社の特徴やセールスポイント等も

あわせて記入ください) 

We are an IT startup company based in Tokyo and building a hub 

for entrepreneurs from all over the world in Hida Takayama, Gifu.  

This August, we have started a guest house best for mid- to long-

term stay (also known as “workation”, a combination of two 

words; work and vacation).  

You can bring your innovative ideas into practice, since we are 

a relatively small and startup team.  

ホームページアドレス https://www.hida-murasaki.com/ 

従業員数 10 名 

海外現地法人や関連工場等       無 

海外との取引       無 

外国人留学生の採用実績       無  

外国人留学生の採用予定       有 

本社所在地 

〒170-0005 

東京都豊島区南大塚２−１６−４ライフキャスル BF１ 

インターンシップ実施場所 

（上記本社と異なる場合） 

名称：Workation Guest House 紫旅館 

住所：〒506-0005 岐阜県高山市七日町 1-56-1 

インターンシップ実施場所 

の最寄り駅 

電車 JR 東海 線   高山 駅下車 ＋ 徒歩 15 分 

     無 

 

インターンシップ担当者 

所属部署・役職  

氏名 須田 隆太朗 

電話 050-3196-2152  メール info@hida-murasaki.com 

 

 

・ エントリーシートは、事務局及び主催者（岐阜県）で確認させていただいた後、本事業に参加を希望する留学生及

びその所属する教育機関への情報提供及び公表させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

・ エントリーシート記載情報は、適切に管理し、本事業以外に利用することはありません。 

・ 次項以降の記入に当たり、【参考 記入のポイント】を参考に記入してください。 

  

＜様式１＞ 

 



No 項目 記載欄（具体的に記入または該当番号を○で囲む） 

１ 
留学生へのメッセージ
(期待する人物像など) 

Hi, my name is Ryutaro Suda. 

I am the directing manager of our Workation Guest House 紫旅館 

(Murasaki Ryokan). 

We are seeking for a unique talent which  

２ 

実習内容 

    実務実践型 

(主な内容・特徴、魅力） 

 

Why we need you: 

Hida-Takayama attracts huge tourists from the globe. However, 

there are more interesting people, places, and events not known 

widely, especially in English. 

 

Examples of projects: 

- PR movie shooting using Hida-Takayama 

- Vlog (video log) 

- Your ideas! 

 

What we can offer you: 

During the internship, you will stay at our 100 year-old guest 

house in the center of Hida-Takayama area. You may go around 

the old city in your free time. 

 

実習の予定部署     その他 （Workation Guest House ） 

３ 学部、専攻、学年等 

    特に限定しない。  □下記の学生を希望する。 

(希望する学部、専攻、学年等） 

４ 母語、言語能力等 

□母語（Any Language） 

□日本語レベル（Casual Talk）□英語レベル（Business Level） 

□その他言語レベル（Additional points: Thai, Chinese, Hebrew） 

５ 
パソコン能力 

(使用可能なアプリケー

ション) 

Not required, but appreciated 

６ その他の能力、条件 

 

Business communication skills with non-native English speakers 

 

７ 本事業の受入予定人数 1 ~ 2 名 (Maximum two persons at the same period)  

８ 受入期間・時期 

11 月 4 日（木）～ 4 月 ４日（火 ）のうち５日間 

土・日・祝の就業体験 ：あり(具体的に：土日祝がメイン） 

実習時間       9：00～18：00   （※１日８時間以内） 

昼食・休憩時間    12：00～13：00  

９ 交通費の支給     支給する（具体的に：往復分） 

１０ 昼食代の補助等     給食を支給 (Also you are welcome to cook in the shared kitchen) 



１１ 
作業服・制服・安全靴

等の貸与 
    特に制服等の規定なし 

１２ 
事前面接（面談）の実

施 

    希望する 

面接方法 

Online Video Conference (Google Meet) 

 

確認したい内容 

Communication skills, other unique experiences, and ideas to make 

our guest house more attractive to foreign tourists. 

 

面接日時の指定等 

One hour between 9AM to 8PM on weekdays 

Please send us your availabilities. 

１３ 
その他受入にあたって

の特記事項 

 

Halal or Kosher rules cannot be satisfied in the shared kitchen. 

 

Guests and staff, including internship students, will use the 

same shared kitchen in the guest house. You can choose what you 

want to eat, but you cannot tell whether the food is cooked under 

Halal or Kosher rules. 


