
2021 ホテル業界就職ガイド ｜195｜

※2019 年11月時点での情報です。その後変更の場合もあるので、応募の際は必ず企業情報を確認しましょう。

全国のホテル企業にアンケート調査（2019 年秋）を実施し、情報を得ました。
掲載は全ホテル・全企業を統合し、本社名を50音順に並び替え、掲載しております。

2021年度新卒向け

全国ホテル採用情報
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全国ホテル採用情報2021   INDEX          ※全ホテル・全企業を統合して掲載

本社名 掲載ページ

あ 株式会社　アクティブ・オペレーションズ P.201

株式会社伊勢甚本社 P.201

合同会社ヴィータホテルマネージメント（オリックスグループ） P.202

宇奈月ホテル株式会社（オリックスグループ） P.202

株式会社HRO P.203

株式会社エイチピーディコーポレーション P.203

株式会社エフ・ジェイ ホテルズ P.204

MT&ヒルトンホテル株式会社（コンラッド東京） P.204

MT&ヒルトンホテル株式会社（ヒルトン沖縄瀬底リゾート） P.205

MT&ヒルトンホテル株式会社（ヒルトン小田原リゾート&スパ） P.205

株式会社オークラニッコーホテルマネジメント P.206

株式会社オークラニッコーホテルマネジメント 豊洲事業所 P.206

大阪セント・レジス・ホテル株式会社 P.207

大阪ヒルトン株式会社 P.207

大手町タワーリゾーツ株式会社 P.208

か 株式会社加賀屋（加賀屋グループ） P.208

鹿島東京開発株式会社 P.209

株式会社京都ホテル P.209

株式会社京都リゾーツマネジメント P.210

株式会社　共立メンテナンス P.210

株式会社近鉄・都ホテルズ P.211

株式会社　グランドニッコー東京 P.211

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（フジサンケイグループ） P.212

株式会社グランベルホテル P.212

グランホテルオペレーション株式会社 P.213

株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント P.213
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本社名 掲載ページ

クロスホテルズ株式会社（オリックスグループ） P.214

株式会社京王プラザホテル P.214

KPG HOTEL&RESORT P.215

株式会社ケン・那須リゾート P.215

ケン・プレミア・ホテル・マネジメント株式会社 P.216

株式会社ケン・プレミア札幌マネジメント P.216

株式会社ケン・金沢ホテルマネジメント P.217

ケン不動産リース株式会社 P.217

株式会社　強羅花扇 P.218

コンラッド大阪合同会社 P.218

さ ザ・テラスホテルズ株式会社 P.219

ザ・ホテリエ・グループ赤坂株式会社 P.219

株式会社札幌東急ホテルズ P.220

株式会社札幌ホテルマネジメント P.220

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 P.221

株式会社芝パークホテル P.221

志摩リゾートマネジメント株式会社 P.222

Shangri-La Hotels Japan 株式会社 P.222

杉乃井ホテル＆リゾート株式会社（オリックスグループ） P.223

スターツホテル開発株式会社 P.223

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 P.224

株式会社せとうちクルーズ P.224

株式会社セラヴィリゾート泉郷 P.225

瀬良垣ホテルマネジメント株式会社 P.225

ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社（ソラーレホテルズアンドリゾーツグループ） P.226
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全国ホテル採用情報   INDEX          ※全ホテル・全企業を統合して掲載

本社名 掲載ページ

た 北谷ホテルアンドリゾート株式会社 P.226

北谷ホテルマネジメント株式会社 P.227

長治観光株式会社 P.227

ツネイシＬＲ株式会社 P.228

株式会社DTNインベストメンツ P.228

株式会社帝国ホテル（帝国ホテル大阪）　 P.229

株式会社帝国ホテル（帝国ホテル東京・上高地帝国ホテル）　 P.229

株式会社テェルウィンコーポレーション P.230

株式会社東京ドームホテル P.230

東京ベイヒルトン株式会社 P.231

株式会社東武ホテルマネジメント P.231

東鳳マネジメント株式会社（オリックスグループ） P.232

トーホウリゾート株式会社 P.232

な 株式会社直島文化村 P.233

株式会社中沢ヴィレッジ P.233

名古屋ヒルトン株式会社 P.234

ナバ開発株式会社 P.234

株式会社南西楽園リゾート P.235

株式会社西鉄ホテルズ P.235

ニセコビレッジ株式会社 P.236

日本ヒルトン株式会社 P.236

日本ホテル株式会社 P.237

株式会社ニュー・オータニ P.237

株式会社NESTA RESORT P.238

野村不動産ホテルズ株式会社 P.238
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本社名 掲載ページ

は 株式会社はいむるぶし P.239

函館湯の川ホテル株式会社（オリックスグループ） P.239

株式会社パレスエンタープライズ P.240

株式会社パレスホテル P.240

PHR沖縄ホテルマネジメント株式会社 P.241

株式会社PHG大阪マネジメント P.241

株式会社PHG京都山科マネジメント P.242

株式会社PHG函館マネジメント P.242

株式会社PHG横浜マネジメント P.243

ヒューリックホテルマネジメント株式会社 P.243

株式会社ひらまつ P.244

フェニックスリゾート株式会社 P.244

藤田観光株式会社 P.245

富士屋ホテル株式会社 P.245

ブルーウェーブ株式会社（オリックスグループ） P.246

株式会社プレミア門司港ホテルマネジメント P.246

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク P.247

株式会社ペニンシュラ東京 P.247

株式会社望水 P.248

株式会社ホークスタウン P.248

株式会社ホテル一井 P.249

株式会社ホテルオークラ神戸 P.249

株式会社ホテルオークラ東京 P.250

株式会社ホテルオークラ福岡 P.250

株式会社ホテル小田急 P.251
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全国ホテル採用情報   INDEX          ※全ホテル・全企業を統合して掲載

本社名 掲載ページ

株式会社ホテル日航福岡 P.251

株式会社ホテルはまのゆ P.252

株式会社ホテルプリンセス京都 P.252

ホテルモントレ株式会社 P.253

ま マイステイズホテルグループ（株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント） P.253

マンダリン・オリエンタル東京株式会社 P.254

株式会社三田ホールディング P.254

三井不動産リゾートマネジメント株式会社（ハレクラニ沖縄） P.255

三井不動産リゾートマネジメント株式会社（HOTEL THE MITSUI KYOTO） P.255

株式会社ミリアルリゾートホテルズ P.256

株式会社目黒雅叙園 P.256

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 P.257

株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション P.257

や 株式会社UHM（野村不動産グループ） P.258

郵船クルーズ株式会社、株式会社オーシャンホテルシステムズ P.258

合同会社ユニバーサルホテルマネージメント（オリックスグループ） P.259

株式会社夢舞台 P.259

株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル P.260

ら リゾートトラスト株式会社 P.260

株式会社琉球ホテルリゾートオクマ P.261

株式会社琉球ホテルリゾート那覇 P.261

株式会社ロイヤルパークホテル P.262

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ P.262

株式会社ロイヤルホテル P.263

わ 株式会社ワールドリゾートオペレーション P.263
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株式会社　アクティブ・オペレーションズ 株式会社伊勢甚本社 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ホテルアクティブ！博多 水戸プラザホテル ホテル名

山口県山口市小郡下郷1292番地 茨城県水戸市泉町3-1-28
第二中央ビル7階 本社所在地

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目20－16 茨城県水戸市千波町2078-1 施設所在地

092-452-0001 029-305-8111 ホテル代表番号
http://www.hotel-active.com/hakata/ http://www.mito-plaza.jp/ ホテルホームページURL

創業1900年　博多店開業2010年10月7日 1983年10月1日 開業年月日
10,000,000円 50,000,000円 資本金
石田 光一郎 代表取締役社長　綿引 甚介 代表者名

48人（うち博多店14人） 200人 社員数
223室 85室 客室数

宿泊特化型ホテル シティホテル・アーバンリゾートホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

3人
- 3人 - - -

18人
3人 4人 3人 1人 7人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
5人

1人 4人 - - -
17人

7人 4人 2人 - 4人
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載6-10人 - - - - - 5 ～ 10人 - - - - -

228,000円 (総合職)202,860円　　(専門職)192,060円 初任給　４大

228,000円 172,000円 初任給　専・短

228,000円 (2年制)172,000円　　(1年制)160,000円 初任給　調理

今年度の募集はありません 157,000円 初任給　高校

4週8日以上（シフトによる） 105日 休日

社会保険完備
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

社会保険、雇用保険、労災保険、
夏季連続休暇(5日) 、育児介護休業制度、
定期健康診断、制服貸与、従業員割引制度、
表彰制度、年次有給休暇（初年度10日） 、
退職金制度（確定拠出型年金制度、一時金前払い）

福利厚生

マイナビ、リクナビよりエントリー エントリー後、説明会参加 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定
092-452-0001

（ホテルアクティブ！博多）
人事総務部　採用担当

029-227-3411
採用担当 

部署・直通電話番号

書類選考、適性検査、筆記試験、面接 書類・面接・筆記試験・適性検査 2021年度予定選考項目

当社が運営するホテルにおいて、フロントクラークとして、
チェックイン・チェックアウト、予約、などの業務を行って
頂きます。私たちは、次のような人材を求めています。
◆社会や人から感謝される仕事をしたい方 
◆仕事を通じて人間関係を広げたり、接客技術を身につけ
たい方 
◆宿泊業界でのスピーディーなキャリアアップを目指す方 
上記に一つでも当てはまる人は、ぜひお気軽にご応募くだ
さい！

・ホスピタリティ業に対する思考・価値観がある
・夢・やる気・情熱がある
・お客様を想い、自ら考え行動できる
・芯があり、前向きに考えられる
・気持ちの良い笑顔で対応できる
・茨城が大好きでキャリア志向を兼ね備えてい
る人

求める人材像

マイナビ、リクナビ マイナビ・リクナビ・自社HP 掲載就職サイト
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本社名 合同会社ヴィータホテルマネージメント
（オリックスグループ）

宇奈月ホテル株式会社
（オリックスグループ）

ホテル名
ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ

（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャル
ホテル）

黒部・宇奈月温泉 やまのは

本社所在地 大阪府大阪市此花区島屋6-1-16 富山県黒部市宇奈月温泉352番地7

施設所在地 大阪府大阪市此花区島屋6-1-16 富山県黒部市宇奈月温泉352番地7

ホテル代表番号 06-6460-8000 0765-62-1041
ホテルホームページURL https://www.u-vita.co.jp/ https://www.unazuki-yamanoha.jp/

開業年月日 2018年7月（会社設立） 2014年6月
資本金 非公開 50,000,000円

代表者名 似内 隆晃 似内 隆晃
社員数 167人　※2019/10/1時点 90人　※2019/10/1時点
客室数 428室 141室

ホテル業態 リゾートホテル 旅館

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

13人
3人 8人 - - -

18人
1人 4人 - - 10人

留- 留2人 留- 留- 留- 留- 留3人 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

10人
※2019/10/1 時点

3人 5人 1人 - - 7人
※2019/10/30現時点

1人 1人 - - 5人
留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 未定 - - - - -

初任給　４大 185,600円　※2019年度実績 167,000円　※2019年度実績

初任給　専・短 176,000円（2年制）、175,400円（1年制）
※2019年度実績 162,000円　※2019年度実績

初任給　調理 176,000円（2年制）、175,400円（1年制）
※2019年度実績 162,000円　※2019年度実績

初任給　高校 168,800円　※2019年度実績 157,000円　※2019年度実績

休日 108日 108日

福利厚生

各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
退職金制度、制服貸与、交通費支給（社内規定による）　
階層別研修制度（合同新入社員研修、フォローアップ研
修等）、パークを利用した研修制度、社内表彰制度、従
業員パーティー、定期健康診断、従業員食堂、食事手当

（6,400円／月）、グループホテル・旅館割引制度、ベネフ
ィットステーション　など

各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
退職金制度、制服貸与、交通費支給（社内規定に
よる）
階層別研修制度（合同新入社員研修、フォローア
ップ研修等）
定期健康診断、社員寮・従業員食堂　など

応募方法 マイナビよりエントリーまたは学校経由応募 マイナビよりエントリーまたは学校経由応募
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

管理部　人事課
06-6460-8226

業務管理部
0765-62-1041

2021年度予定選考項目 書類、面接、適性検査 書類、面接、適性検査

求める人材像

オリックスグループが運営する宿泊施設として、“また行
きたい、と思っていただける場所。” を提供していきたい
と考えています。
当ホテルは、お客さまを楽しませるために、クルー自身
が楽しく笑顔で働ける環境づくりに力を入れています。
＜こんな方が当社で活躍しています！＞
・人への配慮と思いやりがある方
・チームワークを大切にできる方
・何事にも情熱を持って取り組める方

オリックスグループが運営する宿泊施設として、“また行
きたい、と思っていただける場所。” を提供していきたい
と考えています。当ホテルは、2019年3月にリニューアル
オープンをいたしました。ぜひ柔軟な思考で進化した新
しいホテルをつくっていきましょう。
＜こんな方が当社で活躍しています！＞
・自ら進んで行動をするチャレンジ精神のある方
・目標を立てて、情熱を持って取り組める方
・チームワークを大切にできる方

掲載就職サイト マイナビ マイナビ



2021 ホテル業界就職ガイド ｜203｜

全
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株式会社HRO 株式会社エイチピーデイコーポレーション 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ハイアット リージェンシー 大阪 ルネッサンス リゾート オキナワ
ココ ガーデンリゾート オキナワ ホテル名

大阪府大阪市住之江区南港北1-13-11 大阪府大阪市淀川区東三国2-32-13
MOVE21ビル 本社所在地

同上 沖縄県国頭郡恩納村山田3425-2 施設所在地

06-6612-1234 098-965-0707 ホテル代表番号
https://osaka.regency.hyatt.com/ https://renaissance-okinawa.com/ ホテルホームページURL

1994年6月24日 1988年7月8日 開業年月日
17,600,000円 92,000,000円 資本金

総支配人　ミリアム バロリ 沖縄支店長　知花 功 代表者名
240人 576人 社員数
480室 377室 客室数

アーバンリゾートホテル リゾートホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

30人
- 18人 10人 2人 -

47人
2人 17人 7人 4人 13人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留4人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
13人

- 8人 3人 - -
53人

4人 22人 5人 2人 14人
留- 留2人 留- 留- 留- 留- 留6人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 未定 - - - - -

170,000円 164,000円 初任給　４大

170,000円 151,000円 初任給　専・短

170,000円 151,000円 初任給　調理

- 146,000円 初任給　高校

112日 月9日休み（年間休日108日） 休日

社会保険完備、退職金制度、優秀従業員報奨制度
家賃補助制度、各種研修制度
国内外ハイアットホテル無料宿泊制度、宿泊割引
制度 
ハイアット リージェンシー 大阪従業員割引制度
など

各種社会保険完備、カフェテリア（6：30 ～ 23：30
の間 3食）制服貸与、社員寮（独身寮）、慶弔金制度

（祝い金、見舞金、弔慰金）、グループホテル及び
マリオットブランドホテルを特別レートで利用
可、スタッフ家族パーティー（年1回）社員旅行（年
1回）マイカー通勤可

福利厚生

公式HPにて告知  履歴書・卒業見込証明書・成績証明書を郵送 応募方法
2019年3月 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

人事部
06-6614-7870

人事
098-964-5372

採用担当 
部署・直通電話番号

グループ面接、個人面接、筆記試験、健康診断 面接、アンケート 2021年度予定選考項目

ハイアットの信念は「CARE （思いやり）」 です。
お客様に限らず一緒に働く仲間に対しても自然な心配りを
大切にする、そんなホテリエがハイアットの誇りです。

・「CARE (思いやり） 」を実践できる方
・お客様との出会い、仲間との絆を大切にできる方
・リゾート感溢れ、広大なスペースを有するハイアット リー
ジェンシー 大阪で自分らしく、何事も楽しみ、新しことに
に前向きにチャレンジできる方　ぜひ、お待ちしています！

　当ホテルは大規模改修工事を実施し、沖縄の海・太
陽・自然をコンセプトに、ホテル内に暮らす生き物をモ
チーフとしたデザインを取入れ、エンターテイメント
ビーチリゾートとして2020年4月に生まれ変わります。
　一緒にホテルをさらに盛り立ててくれる新しい力を
求めています「。人と話をしたり接することが好き」「人に
何をしたら喜んでもらえるかを考えられる」「人を気遣い
喜びを感じることができる」方を募集します。

求める人材像

自社ホームページ マイナビ、自社ホームページ 掲載就職サイト
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企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

本社名 株式会社エフ・ジェイ ホテルズ MT & ヒルトンホテル株式会社

ホテル名

グランド ハイアット 福岡
ザ・ベーシックス福岡

ホテルフォルツァシリーズ
ザ・レジデンシャルスイート・福岡

コンラッド東京

本社所在地 福岡県福岡市博多区住吉1-2-82
グランド ハイアット 福岡4階 東京都港区虎ノ門2-3-17

施設所在地 福岡市、長崎市、大分市、大阪市、金沢市
（札幌市、名古屋市、京都市にも開業予定） 東京都港区東新橋1-9-1

ホテル代表番号 092-282-3211 03-6388-8000
ホテルホームページURL https://www.fj-hotels.jp/ www.conradtokyo.co.jp

開業年月日 1978年3月1日 2005年7月1日
資本金 30,000,000円 20,000,000円

代表者名 代表取締役社長　清原 邦彦 代表取締役社長　高橋 信
社員数 約570人 382 人（正社員数）
客室数 2,159室 291 室

ホテル業態 ラグジュアリーホテル、宿泊特化型ホテル、
その他 ラグジュアリーホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

27人
9人 6人 1人 - 7人

34 人
10 人 13 人 7 人 3 人 1人

留2人 留2人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

31人
17人 7人 - 1人 5人

26 人
5 人 11 人 7 人 2 人 1人

留- 留- 留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 未定 - - - - -

初任給　４大 181,600円（2019年度実績） 基本給180,000円 + 食事手当8,000円

初任給　専・短 1年制：169,600円、2年制：173,600円、
3年制：177,600円（2019年度実績） 基本給165,000円 + 食事手当8,000円

初任給　調理 1年制：169,600円、2年制：173,600円、
3年制：177,600円（2019年度実績） 基本給165,000円 + 食事手当8,000円

初任給　高校 165,600円（2019年度実績） 基本給165,000円 + 食事手当8,000円

休日 年間105日 118日（公休＋特別休暇）

福利厚生

年次有給休暇、慶弔特別休暇、社会保険（健康保
険・雇用保険・厚生年金保険）完備、確定給付年金
制度、財形貯蓄制度、永年勤続表彰制度、階層別
研修、資格取得奨励一時金制度、従業員ホテル利
用割引制度、社内レクリエーション推奨制度、独
身寮あり

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、確定
拠出型年金制度
傷病休暇、結婚休暇、忌引休暇、父親の産前産後
休暇、子供の看護休暇、介護休暇等
国内外コンラッド・ヒルトンホテルを特別割引料
金（宿泊/飲食）で利用等割引制度
ヒルトンGLTD（団体長期障害所得補償保険）加入

応募方法 マイナビ2021よりエントリー 応募書類 -- 書類選考-- 面接 -- 適性検査
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年4月
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年4月

採用担当 
部署・直通電話番号

管理部総務部総務課　新卒採用担当
092-282-2821

コンラッド東京　人事業務部　採用係
電話： 03-6388-8333

Eメール: Recruit.ConradTokyo@conradhotels.com

2021年度予定選考項目 書類選考、面接（2~3回の予定）、筆記試験（SPI） 書類審査、グループワーク、
面接（2 ～ 3回）予定、適性検査

求める人材像

おどろきのホテルを、世界へ。
私たちが目指すのは、街にいろどりをもたらし、
おどろきの体験を提供できるホテルを、世界に
つくることです。
　・目的に対してひたむきになれる方
　・今まで通りではなく、創意工夫を凝らす方
　・仲間とともに未知なる挑戦をしたい方

コンラッド東京は、2019年に創業100周年を迎え
たヒルトングループのラグジュアリーブランドであ
り、2020年7月に開業15周年を迎えます。世界最
高クラスの信頼できるサービスを提供し続け、こ
れまで数々の賞を受賞しております。常に向上心
を持ち、ゲストに対してはもちろんのこと、ともに
働くチームメンバーにも思いやりを持った方と一
緒に働けることを楽しみにしております。

掲載就職サイト マイナビ2021 -
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全
国
ホ
テ
ル
採
用
情
報

MT&ヒルトンホテル株式会社 MT&ヒルトンホテル株式会社 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ヒルトン沖縄瀬底リゾート ヒルトン小田原リゾート&スパ ホテル名

沖縄県国頭郡本部町字瀬底下地原5750番地 神奈川県小田原市根府川583-1 本社所在地

沖縄県国頭郡本部町字瀬底下地原5750番地 神奈川県小田原市根府川583-1 施設所在地

098-916-0219 
(開業準備期間中の番号のため変更の可能性有) 0465-29-1000 ホテル代表番号

準備中 https://www.hiltonodawara.jp/ ホテルホームページURL
2019年7月予定 2004年7月1日 開業年月日
20,000,000円 20,000,000円 資本金

総支配人　前川 博之 総支配人　山邉 知幸 代表者名
200人 280 人(うち正社員173名) 社員数
297室 163 室 客室数

リゾートホテル リゾートホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

開業前の為
採用実績無し

- - - - -
21人

7人 8人 2人 2人 2人
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

46人
17人 7人 4人 4人 6人

5人
1人 1人 - 1人 2人

留1人 留6人 留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載25人 10人 5人 5人 2人 3人 未定 - - - - -

170,000円 175,000円 初任給　４大

170,000円 170,000円 初任給　専・短

170,000円 170,000円 初任給　調理

160,000円 165,000円 初任給　高校

118日
 (公休104日＋特別休暇=入社初年度年間14日付与) 117日（公休104日＋特別休暇13日） 休日

社員寮有り(家賃1万円～ )、交通費支給(規定有り)、
各種社会保険・厚生年金、企業型確定拠出年金制度、
ヒルトングループホテル割引(宿泊・レストラン利用
)、新入社員研修 / オンライントレーニング等、従業
員食堂完備１日１食付き、年次有給休暇(入社半年後
10日付与)、父親の産前産後休暇、子の看護休暇、結
婚休暇、妊娠通院休暇、忌引休暇、産前産後休暇、育
児休暇、育児時短勤務

国内、海外のグループホテルを特別料金（宿泊/飲
食）で利用可能・各種社会保険完備・出勤日の食事
提供・確定拠出型年金制度・有給休暇、慶弔休暇、
病気休暇、妊娠休暇、父親の産前産後休暇、看護
休暇など各種有給休暇制度有・産前産後休暇・育
児休暇・育児時短勤務・社員寮有・休憩室、シャワ
ー室完備

福利厚生

下記、掲載就職サイトからご応募下さい。 ホームページにてご案内します 応募方法
2019年7月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月予定 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

人事業務部 採用担当
080-7218-3328

人事業務部
0465-28-1203

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、面接 書類選考・面接・筆記試験 2021年度予定選考項目

沖縄本島から瀬底大橋でつながる瀬底島の西端
に位置し、美しいサンセットビューと、国内屈指
の透明度で知られる全長800mの瀬底ビーチに
面したエリアに位置する世界最大級の規模を誇
るヒルトングループの国内初のビーチリゾート
ホテルです。温かいホスピタリティの心を持っ
てお客様をお迎えできる方、語学力を活かして
仕事をしたい方、ご応募お待ちしております！

＊お客様に特別な体験を提供することに情熱を
　傾けられる方
＊常に正しい行動を取れる方
＊周りに良い影響を与えられる方
＊チームワークで取り組める方
＊責任感を持っている方
＊規律を大切に、迅速に行動できる方

求める人材像

http://recruit.hiltonhotels.jp/ http://recruit.hiltonhotels.jp/ 掲載就職サイト
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企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

本社名 株式会社オークラ ニッコー
ホテルマネジメント

株式会社オークラ ニッコー ホテル
マネジメント 豊洲事業所

ホテル名
オークラ ニッコー ホテルズ本部（オークラ ホテ
ルズ＆リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナ
ショナル、ホテルJALシティ）

ホテルJALシティ東京豊洲

本社所在地 東京都港区虎ノ門2-10-4 東京都港区虎ノ門2-10-4

施設所在地 東京都港区虎ノ門2-10-4 東京都江東区豊洲6-4-20

ホテル代表番号 03-6685-8185 03-5962-4000
ホテルホームページURL https://www.okura-nikko.com/ja/about-us https://www.tokyo-toyosu.hoteljalcity.com/

開業年月日 1970年7月1日 2019年12月9日
資本金 4,272,000,000円 4,272,000,000円

代表者名 代表取締役社長　マルセル・ファン・アルスト 事業所長　加藤 勉
社員数 447人 約30人
客室数 22,877室 330室

ホテル業態 シティホテル、リゾートホテル、アーバンリゾートホテル、
エアポートホテル、ターミナルホテル、ビジネスホテル シティホテル/ビジネスホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

2人
2人 - - - -

-
- - - - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

4人
4人 - - - -

2人
- - - - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
若干名 若干名 - - - - 2人 - - - - -

初任給　４大 200,450円 194,050円

初任給　専・短 - 175,250円

初任給　調理 - -

初任給　高校 - 158,250円

休日 本部勤務：114日
ホテル勤務：配属先の規程に準ずる 年間110日

福利厚生
育児休業制度、介護休業制度、資格取得奨励制度、
各種貸付金、共済会、弔慰金、 グループホテル社
員優待割引制度など

社会保険完備（健康保険・厚生年金・雇用保険・労
災保険）、交通費全額支給、住宅手当、食事手当、
家族手当、定期健康診断、ユニフォーム貸与（ク
リーニング会社負担）

応募方法 当社HPにてご案内いたします 公式HPよりエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年3月 2019年6月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月（予定） 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

総務人事部 03-6685-7985 芝 健太
管理グループ　03-5962-4017

2021年度予定選考項目 書類、筆記試験、グループディスカッション、
面接、英語面接、適性検査等 書類選考、面接

求める人材像

現在、国内48軒、海外25軒のホテルの運営をして
います。サービスではなく、ホテル運営のノウハウ
が当社の商品です。若いうちにホテル運営に関わ
る様々なポジションを経験していただくため、将来
の目標を見失わず、環境に応じて前向きに目標に
取り組める方を求めております。将来、国内外の
グループホテルの総支配人や本部の幹部を目指し
たいという方のご応募をお待ちしております。

◇コミュニケーションを大切にできる
◇ホテルビジネスに興味がある
◇グローバルな環境や交流に興味がある
◇ホスピタリティ・笑顔での接客を心がけられる
という方なら大歓迎。

「こうすればお客様は喜ぶのでは？」という顧客サービスから、
「効率的に仕事するためには？」など仕事や働く環境の改

善アイデアを一緒に考え、実行していただける方お待ち
しております。

掲載就職サイト 自社ホームページ 自社ホームページ



2021 ホテル業界就職ガイド ｜207｜

全
国
ホ
テ
ル
採
用
情
報

大阪セント・レジス・ホテル株式会社 大阪ヒルトン株式会社 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

セント レジス ホテル 大阪 ヒルトン大阪 ホテル名

大阪府大阪市中央区本町三丁目6-12 大阪府大阪市北区梅田1-8-8 本社所在地

同上 同上 施設所在地

06-6105-5637 06-6347-7111 ホテル代表番号
http://www.stregisosaka.co.jp/ https://www.hiltonosaka.com/ ホテルホームページURL

2010年1月1日 1986年9月10日 開業年月日
10,000,000円  2,700,000,000円 資本金

代表取締役　高木 弘美  ソーパー・ティモシー・エドワード 代表者名
200人 365人 社員数
160室 562室 客室数

シティホテル、ラグジュアリーホテル シティホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

17人
1人 7人 6人 2人 -

20人
6人 2人 8人 3人 -

留- 留1人 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
8人

- 3人 2人 1人 -
19人

9人 - 7人 3人 -
留- 留1人 留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 未定 - - - - -

180,000円 185,000円 初任給　４大

180,000円 180,000円 初任給　専・短

180,000円  180,000円 初任給　調理

- 180,000円 初任給　高校

107日 118日 休日

各種社会保険完備・定期健康診断・確定拠出年金
制度・仮眠室・従業員食堂
ユニフォーム貸与・ロッカー貸与・各種研修、マリ
オットインターナショナルグループホテル宿泊/
料飲割引制度、等

国内外グループホテルを特別割引料金（宿泊／飲食）で利用
できます。
＜制度＞各種社会保険、確定拠出年金、団体長期傷害所得
補償保険、総合福祉団体定期保険、団体傷害保険、出勤日
の食事無料提供（課税対象）、産前産後休暇、配偶者分娩休
暇、育児休暇、育児時短勤務、子供の看護休暇、傷病休暇、
家族の看護・介護休暇、慶弔休暇、慶弔・病気見舞い金など

福利厚生

4大・短大：直接応募／専門：学校にてとりまとめ マイナビよりエントリー受付（調理部門は別途案内・受付） 応募方法
2019年3月 2019年3月 2020年度エントリー開始実績
2020年3月 2020年3月 2021年度エントリー 開始予定

人事部
06-6105-5637

人事業務部　採用担当 
 06-6347-7125

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、面接、適性検査 書類選考、グループディスカッション、
面接、適性検査等 2021年度予定選考項目

高いコミュニケーション能力を発揮し、細部に
目を配り、相手を思いやる心を持ち、相手を助け
たり喜ばせたりするために自発的に動くことが
求められます。他者からのアドバイスに対して
真摯に耳を傾け、自己の成長につなげることも
大切です。サービス・自分に託された業務・自己
成長に対して常に、より良いものを求め行動す
る人をお待ちしています。

笑顔、ホスピタリティの心を持ち、エネルギッシ
ュにグローバルな環境でお仕事をしたい方を歓
迎します。ヒルトングループでは様々な人材育
成の機会をご用意して皆さんのキャリアアップ
を応援します。

求める人材像

マリオット・インターナショナル
求人ページ（Marriott Careers） マイナビ 掲載就職サイト
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本社名 大手町タワーリゾーツ株式会社 株式会社加賀屋
（加賀屋グループ）

ホテル名 アマン東京 加賀屋、加賀屋別邸松乃碧、
茶寮の宿あえの風、虹と海、金沢茶屋

本社所在地 東京都千代田区大手町1-5-6 
大手町タワー 石川県七尾市和倉町ヨ部96番地

施設所在地 同上 石川県七尾市和倉町ヨ部80番地

ホテル代表番号 03-5224-3333 0767-62-1111
ホテルホームページURL amantokyo.com https://www.kagaya.co.jp/

開業年月日 2014年12月22日 1906年9月10日
資本金 非公開 50,000,000円

代表者名 加藤 正迪 代表取締役社長　小田 與之彦
社員数 265人 グループ計　1,100人
客室数 84室 グループ計　480室

ホテル業態 シティホテル 旅館

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

14人
1人 9人 2人 2人 -

57人
21人 7人 7人 4人 17人

留- 留- 留- 留- 留- 留１人 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

13人
2人 5人 4人 2人 -

36人
13人 8人 1人 3人 9人

留- 留- 留- 留- 留- 留2人 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
14人 5人 5人 2人 2人 - 53人 15人 15人 8人 5人 10人

初任給　４大 201,600円 181,000 ～ 220,000円
（2019年度実績/職種により異なる）

初任給　専・短 201,600円 163,500 ～ 220,000円
（2019年度実績/職種により異なる）

初任給　調理 201,600円 168,900 ～ 180,328円
（2019年度実績/職種により異なる）

初任給　高校 201,600円 157,000 ～ 181,000円
（2019年度実績/職種により異なる）

休日 108日 105日（製菓96日）

福利厚生

社会保険・労働保険加入、交通費支給（月額上限3万円）、
制服貸与（靴を除く）、社員食堂、食事支給、有給休暇、リ
フレッシュ休暇（7日／年）、慶弔休暇、介護休暇、産休育
休制度、時短勤務制度、永年勤続表彰制度、社員表彰制度、
スタッフパーティー、各種研修プログラム、アマングル
ープ無料宿泊制度、アマン東京施設割引制度、外部福利
厚生サービス加入

各種保険制度、社員割引制度、語学手当、交通費、
退職金制度、社員食堂、食事手当、社員寮、国内
研修旅行、財形貯蓄、産前産後・育児休暇、企業内
保育園、慶弔見舞金、資格取得補助制度、定期健
康診断、都会地勤務手当（営業所勤務の場合）

応募方法 郵送・Eメール 弊社HPまたは就職サイトよりエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事部　採用担当
03-5224-3333

総務人事課　採用担当
0767-62-1132

2021年度予定選考項目 書類選考、面接 書類、適性検査、面接

求める人材像

アマン独特の特別なホテルエクスペリエンスを生む原
動力は、アマンで働くスタッフの“ Human Touch - 人へ
の愛情”や“ Warm - 優しい気持ち”から成り立っていま
す。私たちが大切にしているのは、” People - 人として
の温かさ”、” Path Finder Spirit - チャンスを切り開いて
新しいワクワクするようなビジネスを創り出すこと”、
そして” Passion - 情熱をもって仕事に向き合えること”。
人への尊敬の念を持ち合わせている、心の温かさを感
じることのできる人材をアマンは求めています。

和倉温泉にある加賀屋グループの推進力となっ
ているのはおもてなしの精神に溢れ、常に新し
いものを追い求め、挑戦し続けるスタッフです。
創業から受け継がれてきた和の文化を守りなが
らも新たな時代を切り開いていくプロフェッシ
ョナルを目指したい方をお待ちしております。

掲載就職サイト 自社HP 弊社HP・マイナビ・リクナビ
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全
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鹿島東京開発株式会社 株式会社京都ホテル 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ホテル イースト21東京 京都ホテルオークラ
からすま京都ホテル ホテル名

東京都江東区東陽6-3-2 京都府京都市中京区河原町通
二条南入一之船入町537番地の4 本社所在地

東京都江東区東陽6-3-3 京都府京都市中京区河原町通
二条南入一之船入町537番地の4 施設所在地

03-5683-5683 075-254-2508 ホテル代表番号
https://hotel-east21.co.jp http://kyotohotel.co.jp ホテルホームページURL

1992年9月12日 1888年 開業年月日
100,000,000円 1,268,000,000円 資本金

代表取締役　髙麗 積克 代表取締役　福永 法弘 代表者名
230人 495人 社員数
381室 553室 客室数

シティホテル シティホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

18人
1人 10人 5人 - 2人

50人
15人 10人 17人 3人 5人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
24人

7人 11人 3人 - 3人
46人

15人 8人 15人 3人 5人
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 45人 15人 9人 15人 1人 5人

200,160円 182,000円 初任給　４大

174,600円 162,000円 初任給　専・短

2年制　174,600円　1年制　167,500円 2年制162,000円　1年制155,500円 初任給　調理

165,000円 152,000円 初任給　高校

105日 106日 休日

交通費支給（上限￥100,000/月）、社会保険完備、
食事手当、制服貸与、ロッカー貸与、シャワー室、
仮眠施設完備、従業員食堂、独身寮・社宅制度有
り（条件あり）、グループホテル割引有、親会社保
養施設利用可、育児・介護休業制度有。

従業員の能力向上を中心としてバックアップを
いたします。
資格・試験・検定補助金、試泊・試食補助金、通信
教育全額補助、社内旅行、託児所利用補助金、男
性の育児休業補助制度など。英会話、フランス語
研修の開講。健康事業所宣言。女性の活躍を推
進するリーダーの会に所属しています。

福利厚生

「キャリタス就活」よりエントリー あさがくナビを利用してエントリーを受け付けております。
自社ＨＰからもリンクしますので是非ＨＰもご覧ください。 応募方法

2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日（予定） 2021年度エントリー 開始予定

管理部管理課人事担当
03-5683-3939

総務部人事課
075-254-2508

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、筆記試験、面接 書類、筆記試験、適性検査、面接 2021年度予定選考項目

変化に柔軟に対応できる人
与えられた役割＋アルファを自ら考えられる人
自らのおかれた環境の中でベストを尽くしつつ、
その先を考えながら仕事ができる人

日本指折りの歴史あるホテルとして、地元京都
のお客様に愛されて創業から131年が経ちまし
た。古都京都の中心において海外・国内の賓客を
温かくお迎えするために当ホテルは誕生しまし
た。この創業精神は今なお変わることはありま
せん。これからも、そしてこの先も、京都ホテル
の歴史と伝統を受け継ぐ、新しいホテルの担い
手を募集しています。

求める人材像

キャリタス就活 あさがくナビ、自社ＨＰ 掲載就職サイト
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本社名 株式会社京都リゾーツマネジメント 株式会社　共立メンテナンス

ホテル名 アマン京都 ビジネスホテル「ドーミーイン」、
リゾートホテル「共立リゾート」

本社所在地 京都府京都市北区大北山鷲峯町1番 東京都千代田区外神田2-18-8

施設所在地 京都府京都市北区大北山鷲峯町1番 全国およそ120棟

ホテル代表番号 075-496-1333 03-5295-7788
ホテルホームページURL amankyoto.com https://recruit.kyoritsugroup.co.jp/hotelier/

開業年月日 2019年11月1日 1979（昭和54）年9月27日
資本金 10,000,000円 7,960,486,119円

代表者名 谷垣 淳史 代表取締役社長　上田 卓味
社員数 93人 5,081人
客室数 26室 17,063室

ホテル業態 リゾートホテル ビジネスホテル、リゾートホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

-
- - - - -

296人
85人 66人 4人 - 88人

留- 留- 留- 留- 留- 留17人 留40人 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

3人
- - 3人 - -

約290人
92人 50人 5人 - 90人

留- 留- 留- 留- 留- 留18人 留35人 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 300人 - - - - -

初任給　４大 非公開 206,000円

初任給　専・短 非公開 202,000円

初任給　調理 非公開 172,000円（4大は+4,000円）

初任給　高校 非公開 170,500円～ 200,500円

休日 108日 4週8休　108日（別途有給休暇１年目は15日）

福利厚生

■社会保険完備 
■深夜勤務手当 
■通勤交通費支給 
■食事支給
■アマングループ無料宿泊制度有
■年間休日108日の他、夏期休暇3日、冬期休暇3
日、特別休暇、慶弔休暇、産休・育休・介護休暇有

従業員持株会、財形貯蓄、永年勤続感謝表彰、慶
弔見舞金、育児支援金、同好会活動、社員ホテル
優待制度、海外留学制度、資格取得支援制度、寮
完備（独身寮のみ）、退職金制度、各種手当（通勤
費、社会保険など）

応募方法 amankyoto.recruit@aman.com 弊社採用マイページよりエントリー
2020年度エントリー開始実績 - 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事部
075-466-1337 人事部　03-5295-7793

2021年度予定選考項目 書類選考、面接 一次面接・SPI試験・二次面接・最終面接

求める人材像

アマンならではの心温まるおもてなしを一緒に
提供するために、フレンドリーで、相手を楽しま
せたり、お話することが好きな方。またチーム
ワークを大切にし、状況に合わせて柔軟性を持
って、前向きに仕事に取り組むことができる方。
オープンしたばかりのホテルです。一緒に世界
一のホテルを作りましょう。

当社は「お客様第一」を企業理念として掲げてい
ます。
そのためには下記のような方と働きたいと考え
ています。

・人との関わりを積極的に持てる方。
・常識的な判断ができ、物事に対して堅実な方。
・物事に対し柔軟に対応できる方。

掲載就職サイト - 自社HP、マイナビ、リクナビ
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全
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株式会社近鉄・都ホテルズ 株式会社　グランドニッコー東京 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

シェラトン都ホテル東京、都ホテル 岐阜長良川、都ホテル  四日市、
ウェスティン都ホテル京都、都ホテル 京都八条、シェラトン都ホテル大阪、
大阪マリオット都ホテル、都ホテル 尼崎、都ホテル 博多、都シティ 東京高輪、
都シティ 津、都シティ 近鉄京都駅、都シティ 大阪天王寺、志摩観光ホテル、
都リゾート 志摩 ベイサイドテラス、都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト、
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

グランドニッコー東京 台場 ホテル名

大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 東京都港区台場2-6-1 本社所在地

各施設の所在地は当社ホームページよりご確認ください 同上 施設所在地

各施設の代表番号は当社ホームページよりご確認ください 03-5500-6711 ホテル代表番号
https://www.miyakohotels.ne.jp/j/ http://www.tokyo.grandnikko.com/ ホテルホームページURL

2004年12月10日 2016年7月1日 開業年月日
100,000,000円 100,000,000円 資本金

代表取締役社長　中山 勉 塚田 忠保 代表者名
約2,000人 440人 社員数
約5,400室 　882室 客室数

ラグジュアリーホテル、シティホテル、
リゾートホテル、ターミナルホテル、

テーマパークホテル、宿泊主体型ホテル
アーバンリゾートホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

258人
54人 76人 49人 18人 36人

33人
5人 19人 5人 4人 -

留13人 留11人 留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
約250人

約60人 約75人 約50人 約15人 約35人
50人

4人 26人 13人 7人 -
留2人 留16人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載約250人 約60人 約90人 約50人 約15人 約35人 30人 5人 15人 8人 2人 -
153,650円～ 194,000円

（採用エリア、職種により異なる） 191,000円 初任給　４大

150,400円～ 173,140円
（採用エリア、職種により異なる） 180,000円 初任給　専・短

147,400円～ 173,140円
（採用エリア、職種により異なる） 2年制180,000円　1年制178,000円 初任給　調理

144,400円～ 166,920円
（採用エリア、職種により異なる） - 初任給　高校

年間休日105日（シフト制月8 ～ 9日） 年間112日 休日

各種社会保険完備、交通費支給（規程あり）、
慶弔見舞、退職金制度、転勤者住宅補助、
社員表彰制度、育児・介護休業制度、
育児・介護時短勤務制度、従業員割引制度、
近鉄グループ割引など 

従業員食堂利用・制服貸与・休暇制度(年次有給、
産前産後、育児休暇、介護休暇　他)・資格取得奨
励制度・ホテル施設社員割引制度・各種クラブ活
動・財形貯蓄・団体保険加入制度

福利厚生

当社採用ホームページよりご確認ください 自社ホームページより告知 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績

2020年3月1日（予定） 2020年2月 2021年度エントリー 開始予定

人材開発部　06-6774-7635 人事総務部　人事課
03-5500-4701

採用担当 
部署・直通電話番号

書類、筆記試験、面接 書類選考・面接・筆記試験 2021年度予定選考項目

「自ら考え、自ら動く」
私たちは、「お客様の期待を超えるおもてなし」を
常に目指しています。人の幸せや喜びに強く共
感でき、「お客様に喜んでいただきたい」という想
いを表現する力のある方、是非ご応募ください。

①ホスピタリティー精神があり、常に周囲へ気
　配りができる人
②明るく元気で、心身ともに頑健な人
③清潔感があり、周りから見られていることを
　意識できる人
④目標を常に持ち、意識しながら業務に取り組
　める人　

求める人材像

自社ホームページ、マイナビ 自社ホームページ 掲載就職サイト
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企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

本社名 株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート
（フジサンケイグループ） 株式会社グランベルホテル

ホテル名

札幌グランドホテル、札幌パークホテル、
熊本ホテルキャッスル（提携施設）、銀座グランドホテル、
インターゲートホテルズ（京都/東京/広島/金沢/大阪2020
年開業予定）、ホテル・ザ・ルーテル、白良荘グランドホテル、
ホテルゆもと登別　　他

【国内】京都グランベルホテル、裏磐梯レイクリゾート、ルグラン軽井沢
  ホテル＆リゾート、ルグラン旧軽井沢、ホテル浜比嘉島リゾート
【国内（関係会社運営）】グランベルホテル（新宿、渋谷、赤坂）、
  ホリックホテル（恵比寿、目黒）、優香苑
【海外】ルグラン・ゴール、ザ ウエスティン モルディブ ミリアンドゥー
  リゾート

本社所在地 東京都千代田区内神田2-3-4
S-GATE大手町北5F

東京都中央区京橋2-13-10
京橋MIDビル5F

施設所在地 北海道、東京都、石川県、京都府、大阪府、和歌山県、
広島県、熊本県

東京都、京都府、福島県、長野県、岩手県、沖縄県、海外
※大阪府、北海道にも新規立ち上げ予定あり

ホテル代表番号 03-5209-4128 03-5524-1730
ホテルホームページURL http://www.granvista.co.jp/ http://www.granbellhotel-recruit.jp/

開業年月日 1958年8月27日 　2006月5月24日
資本金 100,000,000円 10,000,000円

代表者名 代表取締役社長　須田 貞則 代表取締役社長 　安野 清
社員数 1,830人 341人
客室数 2,643室 1,512室（配属拠点合計）

ホテル業態 シティホテル、アーバンホテル、リゾートホテル シティホテル、リゾートホテル、旅館

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

85人
- - - - -

50人
15人 17人 5人 - 9人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留4人 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

100人
- - - - -

72人
13人 19人 16人 - 13人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留11人 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 58人 19人 18人 9人 - 12人

初任給　４大 166,000円～ 210,000円（地域別・昨年度実績） 205,000円＋各種手当（2020年度実績）

初任給　専・短 156,000円～ 195,000円（地域別・昨年度実績） 185,000円＋各種手当（2020年度実績）

初任給　調理 156,000円～ 195,000円（地域別・昨年度実績）
※2年制

2年制185,000円　1年制180,000円
＋各種手当 （2020年度実績）

初任給　高校 141,000円～ 155,000円（地域別・昨年度実績） 176,000円＋各種手当（2020年度実績）

休日 108日 105日＋年次有給休暇（6 ヶ月経過後 10日）他　

福利厚生

各種社会保険、財形貯蓄制度、
団体生命保険・損害保険加入制度、
社員・家族割引利用制度、社員食堂、
社員寮（一部事業所）、転勤者家賃補助制度など

社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、雇用保
険、労災保険）、社員寮(家賃：7,000円～ 13,000円 / 
月)、役職手当、営業手当、単身赴任手当、時間外
手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、社員割引制
度、産休・育休制度　他

応募方法 本社採用：　就職サイトよりエントリー
プロパティ採用： 各施設へ応募書類を郵送

リクナビ・マイナビでエントリー
学校へ求人票送付（短大・専門学校生）

2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事部 人事課　新卒採用担当
03-5209-4128

総務本部人事部
03-5524-1730

2021年度予定選考項目 筆記試験、面接、適性検査 書類、グループディスカッション、適性検査、面接

求める人材像

「地域の価値で、未来を変えていく。」というブラン
ドステートメントに共感し、以下の行動指針に基
づく行動ができる方、ぜひ私たちの仲間に加わっ
てください！
１．広い視野でつながりを考え行動できる方
２．時代の潮流を創る行動ができる方
３．フロンティアスピリットをもち、挑戦できる方
４．「多様性」と「個性」を受け入れ、認めあえる方

■挑戦の心
グランベルホテルは今後も既存の枠に捉われず、様々な
挑戦を続けます。「チャレンジスピリット」を持ち、意欲的
に“自ら”考え、取り組める人。
■こだわりの心
目標に対し「徹底的に」「貪欲に」、行動することができ
る人。野心と熱意を持ち、業務に臨める人。
■おもてなしの心 
わたしたちの事業は世界中がビジネスフィールド。世界
中の方がお客様。「型」にはまらないサービスを世界へ向
けて発信できる、柔軟な人。

掲載就職サイト マイナビ リクナビ、マイナビ、キャリタス就活、自社HP
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全
国
ホ
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用
情
報

グランホテルオペレーション株式会社 株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

リーガロイヤルグラン沖縄
（プレミアホテルグループ）

ホテルグランバッハ熱海クレッシェンド、ホテルグランバッ
ハ京都セレクト、ホテルグランバッハ京都御池セレクト、
サザンビーチホテル＆リゾート沖縄、
ホテルラングウッド、ホテルリズベリオ赤坂、他

ホテル名

沖縄県那覇市旭町1-9 東京都新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー 19階 本社所在地

沖縄県那覇市旭町1-9 全国25か所 施設所在地

098-867-3331 03-3379-1193 ホテル代表番号
https://www.rihgaroyalgran-okinawa.co.jp/ http://www.ghm.co.jp/ ホテルホームページURL

2012年6月1日 2000年4月1日 開業年月日
83,500,000円 10,000,000円 資本金

代表取締役社長　佐藤 健人 落合 順 代表者名
121人 1,088人 社員数
157室 2,575室 客室数

シティリゾート シティホテル・リゾートホテル・宿泊主体型ホテル・スモ
ールラグジュアリーホテル・公共施設 ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

8人
2人 3人 - - 3人

11人
3人 4人 3人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
5人

2人 - 1人 - 2人
25人

16人 3人 5人 - -
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載8人 1人 2人 4人 - 1人 35人 - - - - -

175,200円（別途詳細あり） 215,500円 初任給　４大

167,200円（別途詳細あり） 185,000円 初任給　専・短

177,200円（別途詳細あり） 180,000円 初任給　調理

159,100円（別途詳細あり） - 初任給　高校

105日 111日 休日

賞与（年2回）、定期昇給、各種社保完備、食事補助
制度、時間外手当、深夜手当、年次有給休暇、慶
弔休暇、産前/産後休暇、育児休業、介護休業、通
勤手当（上限あり）、制服貸与、グループホテル宿
泊・レストラン従業員割引制度、語学資格手当、
語学研修制度、バースデー特典（ペアお食事券贈
呈）

〈社内特典〉グループホテル、レストラン割引
〈社内制度〉社員寮・借上社宅制度、人財紹介制度、ラ

イフプラン支援金（前払退職金制度）、財形貯蓄制度、
確定拠出金年金制度、再雇用制度

〈保険・祝い金制度〉社会保険、厚生年金保険、健康保
険、雇用保険、グループ保険制度、労災保険、子育て
支援金制度、結婚祝金、出産祝金、慶弔見舞金　等

福利厚生

マイナビよりエントリー マイナビ2021よりエントリー 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

人事課　城間（しろま）・長尾（ながお）
098-867-3371

人財開発担当
03-3379-1193

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、WEBテスト（SPI3：学力検査なし）、
面接（沖縄県外在住の方はWEB面接対応） 書類選考、面接 2021年度予定選考項目

「Lasting Impression ～記憶に残る感動を～」
をサービスのコンセプトにしています。それを
実現できる明るく素直で元気な方を求めていま
す。

■「人に喜ばれてこそ会社は発展する」
この社是のもと、お客様や働く仲間に喜ばれる
ことを喜びとする人。そして、そのために主体
的に行動を起こせる人を求めています。会社と
して、今、更なる展開を進める中、一緒にお客様
に喜ばれるホテルを作りたいという熱意があり、
会社とともに成長する意欲のある方にお会いで
きることを楽しみにしています。

求める人材像

マイナビ、アグレ新卒、りゅうナビ、ルーキーナビ マイナビ2021 掲載就職サイト
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本社名 クロスホテルズ株式会社（オリックスグループ） 株式会社京王プラザホテル

ホテル名
クロスホテル札幌
クロスホテル大阪
クロスホテル京都

京王プラザホテル（新宿）
京王プラザホテル八王子
京王プラザホテル多摩

本社所在地 東京都港区浜松町2-3-1 東京都新宿区西新宿2-2-1

施設所在地
【クロスホテル札幌】北海道札幌市中央区北2条西2-23
【クロスホテル大阪】大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目5-15
【クロスホテル京都】京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町71-1

東京都新宿区西新宿2-2-1（新宿）
東京都八王子市旭町14-1（八王子）
東京都多摩市落合1-43（多摩）

ホテル代表番号 03-5776-3421 03-3344-0111
ホテルホームページURL https://crosshotel.com/ http://www.keioplaza.co.jp/

開業年月日 1998年5月（会社設立） 1971年6月5日
資本金 10,000,000円 100,000,000円

代表者名 似内 隆晃 山本 護
社員数 269人　※2019/10/1時点 962人
客室数 711室 1,435室（新宿）、200室（八王子）、248室（多摩）

ホテル業態 シティホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

13人
3人 8人 - - -

46人
17人 15人 12人 1人 -

留- 留2人 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

9人
※2019/10/1時点

3人 5人 1人 - -
63人

24人 22人 8人 1人 7人
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-

2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 未定 - - - - -

初任給　４大 185,600円　※地域により異なる、2019年度実績 203,500円（予定）

初任給　専・短 176,000円（2年制）、175,400円（1年制）
※地域により異なる、2019年度実績 180,300円（予定）

初任給　調理 176,000円（2年制）、175,400円（1年制）
※地域により異なる、2019年度実績 180,300円（2年制）、177,300円（1年制）（予定）

初任給　高校 168,800円　※地域により異なる、2019年度実績 174,300円（予定）

休日 108日 118日（うち特別休暇11日）

福利厚生

各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
退職金制度、制服貸与、交通費支給（社内規定による）
階層別研修制度（合同新入社員研修、フォローアップ研修等）
定期健康診断、食事補助、社員寮、従業員食堂（施設による）
グループホテル・旅館割引制度、全国の保養所
ベネフィットステーション　など

独身寮：男女共にあり
社会保険等：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、
退職金制度 等
京王共済組合：冠婚葬祭給付金、本人（家族）医療金補助、
全国各地に社員保養所・契約旅館 等
社員用施設：社員食堂、診療室、社員理容室、休憩室、仮眠
室、シャワールーム・浴室 等
その他：福利厚生倶楽部加入、社員・家族招待宿泊制度、社
員割引制度、定期健康診断 等

応募方法 マイナビよりエントリーまたは学校経由応募 マイナビ2021よりエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

運営管理部　運営採用研修課　
03-5776-3434

人事部人事
03-3344-0262

2021年度予定選考項目 書類、面接、適性検査 書類、面接、筆記試験・適性検査、グループワーク

求める人材像

オリックスグループが運営する宿泊施設として、“ま
た行きたい、と思っていただける場所。” を提供して
いきたいと考えています。クロスホテルは、地域に
おける情報発信やコミュニケーションの拠点として、
お客様に新しい価値を提供しています。
＜こんな方が当社で活躍しています！＞
・自ら進んで行動をするチャレンジ精神のある方
・アイデアを形にするのが好きな方
・チームで前向きに物事に取り組める方

世界に発信する100年ブランド。その創造のためには、
当社のスキルを継承し新たな道を拓いていく若き人材
が欠かせません。ホテルの最大の資産は「人」です。
業界最先端のホテルとして新しいサービスを生み出し
ていく、その張本人は皆さんなのです。自身の想いを
アウトプットし、その想いの実現のために周りを巻き込
んで自ら行動できる人材。私たちは、向上するための
強い意志を持っている人材を心よりお待ちしています。

掲載就職サイト - -
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全
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報

KPG HOTEL&RESORT 株式会社ケン・那須リゾート 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

Kafuu Resort Fuchaku CONDO・HOTEL
OKINAWA GRAND MER RESORT

GLAMDAY STYLE HOTEL&RESORT OKINAWA YOMITAN
i+Land nagasaki

唐津網元の宿 汐湯 凪の音

那須温泉 山楽
（プレミアホテルグループ） ホテル名

長崎県長崎市伊王島町1-3277-7 東京都港区西麻布1-2-7 本社所在地

沖縄県、長崎県、佐賀県 栃木県那須郡那須町湯本206番 施設所在地

098-964-7000（沖縄） 0287-76-3010 ホテル代表番号
https://www.kafuu-okinawa.jp/kpg_recruit/ http://www.sanraku.premierhotel-group.com/nasu/ ホテルホームページURL

2003年4月4日 1923年7月 開業年月日
10,000,000円 10,000,000円 資本金

取締役社長兼COO　田中 正男 代表取締役社長　野村 裕幸 代表者名
約 1,000人 70人 社員数
合計 810 室 40室 客室数

 総合プロデュース業　ホテル・フードサービス・
スパ・リゾート等 各種商業空間の開発､運営 旅館 ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

32人
8人 11人 2人 - 2人

1人
- - - - 1人

留2人 留7人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
31人

2人 10人 2人 - 12人
5人

- - - - 5人
留1人 留4人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載50人予定 15人 20人 5人 - 10人 8人程度 2人 2人 2人 - 4人

200,644円 189,000円(別途詳細あり) 初任給　４大

193,214円 180,000円(別途詳細あり) 初任給　専・短

196,959円 2年制180,000円　1年制175,000円(別途詳細あり) 初任給　調理

185,813円 172,000円(別途詳細あり) 初任給　高校

年間105日 105日 休日

各種社会保険完備、交通費、社員寮(規定有）、従
業員食堂、社内預金制度、表彰制度年2回、スタッ
フ懇親会年1回、社員優待制度有、定期健康診断、
スタッフ紹介制度、キャリア支援制度、トレーナ
ー制度、資格取得支援金制度、産休＆育休取得率
100%、社内研修・海外研修・語学研修制度

独身寮(6畳+ｷｯﾁﾝ+ﾊﾞｽ+ﾄｲﾚ)、従業員食堂完備、
従業員食堂利用につき食事手当あり、
那須温泉山楽とグループホテルの社員割引あり、
社員主催のイベント各種イベントあり、
社員報奨制度あり（年間）

福利厚生

マイナビ、ジョーナビ、公式HPよりエントリー可 電話申込みの上、書類送付 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年2月1日 2021年度エントリー 開始予定

人事部　根来 葉子、奥浜 莉沙
098-964-7728（人事直通） 支援部 支援課 人事係　0287-76-3520 採用担当 

部署・直通電話番号

面接、留学生に関しては日本語能力試験資格 書類選考、面接、ESP検査 2021年度予定選考項目

私たちKPG HOTEL & RESORTは、【1】人財育成 【2】
ダイバーシティ 【3】社会貢献の3つを柱とする企業
努力を続けています。
“「あなたのキャリア」をともに考え、歩み、成長する”
という採用スローガンの通り 「なりたい自分にな
る」 を応援する企業として、将来こんなホテリエに
なりたい！という夢を共に追いかけていける人財
を求めています。

人とのコミュニケーションが好きで、目標意識
を持った向上心のある方。
ホテル・旅館のマネジメントやオペレーションに
興味のある方。

求める人材像

マイナビ、ジョーナビ、（りゅうなび、るーきーなび） 自社ホームページ 掲載就職サイト
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本社名 ケン・プレミア・ホテル・マネジメント株式会社 株式会社ケン・プレミア札幌マネジメント

ホテル名 プレミアホテル-TSUBAKI-札幌
（プレミアホテルグループ）

プレミアホテル 中島公園 札幌
（プレミアホテルグループ）

本社所在地 東京都港区西麻布1-2-7 東京都港区西麻布1-2-7

施設所在地 北海道札幌市豊平区豊平4条1丁目1-1 北海道札幌市中央区南10条西6丁目1-21

ホテル代表番号 011-821-1111 011-561-1000
ホテルホームページURL https://tsubaki.premierhotel-group.com/sapporo/ https://premier.premierhotel-group.com/nakajimaparksapporo/

開業年月日 2003年10月14日 2005年4月25日
資本金 20,000,000円 10,000,000円

代表者名 代表取締役社長　野村 裕幸 代表取締役社長　野村 裕幸
社員数 190人 100人
客室数 322室 228室

ホテル業態 シティホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

9人
1人 3人 4人 - 1人

4人
- 3人 1人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

8人
- 2人 6人 - -

4人
- 2人 1人 1人 -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
10人 2人 3人 3人 - 2人 10人 - 3人 5人 - 2人

初任給　４大 191,000円（食事手当5,000円含/別途詳細あり） 191,000円（食事手当5,000円含/別途詳細あり）

初任給　専・短 183,000円（食事手当5,000円含/別途詳細あり） 183,000円（食事手当5,000円含/別途詳細あり）

初任給　調理 203,000円（食事手当5,000円含/別途詳細あり） 183,000円（食事手当5,000円含/別途詳細あり）

初任給　高校 175,000円（食事手当5,000円含/別途詳細あり） 175,000円（食事手当5,000円含/別途詳細あり）

休日 105日 105日

福利厚生

・従業員食堂有（1食400円以下）
・ホテル内レストラン30％ OFF
・グループホテル優待割引
・社員報奨制度有（月間・年間）
・お誕生日にはホテルのケーキをプレゼント
・健康診断有

・ホテル内レストラン30％割引
・健康診断の実施
・社員報奨制度有り(月間/年間)
・グループホテル優待利用

応募方法 自社ＨＰよりエントリー /電話申込みの上、書類送付 自社ＨＰよりエントリー /電話申込みの上、書類送付
2020年度エントリー開始実績 2019年7月1日 2019年7月1日
2021年度エントリー 開始予定 - -

採用担当 
部署・直通電話番号

管理部　人事労務課
011-842-6136

管理部 総務人事
011-561-1000(代表)

2021年度予定選考項目 書類選考、面接、適性検査 書類選考、面接、作文、筆記試験

求める人材像

・お客様とのコミュニケーションを大切にできる方
・おもてなしの心を持った方
・チームワークを大事にし、協調性を持って業務に
  取り組める方

チャレンジすることを怖がらない。そんな行動力溢
れる人材を待っています。全てにおいて前向きに考
えること、困難に巡り会っても打開策を見つけ出し、
そこにチャレンジして良い結果を生んでいける人。
役割や仕事の領域、考え方に捉われることなく、家
族や親戚、友人知人にプレミアホテル中島公園札
幌の良さを伝えることが出来る人材を求めていま
す。

掲載就職サイト 自社ホームページ 自社ホームページ
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全
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株式会社ケン・金沢ホテルマネジメント ケン不動産リース株式会社 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

金沢白鳥路 ホテル山楽
（プレミアホテルグループ）

プレミアホテルグループ
（総合職） ホテル名

東京都港区西麻布1-2-7 東京都港区西麻布1-2-7 本社所在地

石川県金沢市丸の内6-3 東京都港区西麻布1-2-7 施設所在地

076-222-1212 03-5413-5930 ホテル代表番号
https://sanraku.premierhotel-group.com/kanazawa/ https://premierhotel-group.com/ ホテルホームページURL

2004年11月8日 1977年4月1日 開業年月日
6,000万円 100,000,000円 資本金

代表取締役社長　野村 裕幸 代表取締役社長　佐藤 繁 代表者名
80人 180人 社員数
85室 約8,000室 客室数

シティホテル シティホテル、リゾートホテル、ビジネスホテル、旅館
国内・海外に32ホテル展開 ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

7人
2人 4人 1人 - -

12人
12人 - - - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
4人

2人 2人 - - -
3人

3人 - - - -
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載5人 2人 2人 1人 - - 10人 10人 - - - -

187,600円（別途詳細あり） 220,000円（別途詳細あり） 初任給　４大

179,200円（別途詳細あり） - 初任給　専・短

176,960円(1年制)､182,000円(2年制)(別途詳細あり) - 初任給　調理

- - 初任給　高校

105日 本社勤務時：完全週休2日制／ホテル勤務時：年間休日105日 休日

各種社会保険完備、昇給年１回、賞与年２回、交
通費支給（上限有）・食事補助・車通勤・制服貸与・
社内割引・社内研修・社内表彰制度・インセンティ
ブ旅行あり（グアム）・社宅有（当社規定により）

各種社会保険完備、慶弔見舞金、永年勤続ボーナ
ス休暇、退職金制度、定年再雇用制度、家賃補助

（細則有）、借上社宅制度（地方ホテル赴任時、細則
有）、社員食堂（ホテル勤務時※一部ホテルは食堂
無）、健康診断、人間ドック受診補助、ホテル宿泊
優待、クラブ活動補助、語学資格手当（英・韓・中・
日/5,000円～ 20,000円）、通勤手当、海外赴任手当

福利厚生

事前連絡の上、応募書類（履歴書）郵送 マイナビ2021よりエントリー 応募方法
2019年3月1日 随時受付中 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 随時受付中 2021年度エントリー 開始予定

総務人事　076-222-1487 プレミアホテルグループ　採用担当　
03-5413-5933

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、１次面接(筆記試験あり)、２次面接 面接（複数回）、適性検査 2021年度予定選考項目

①明るく協調性のあるコミュニケーション能力
が長けた方

②積極的で前向きな成長志向の強い方

積極的な事業展開と成長に伴い、若手社員が活躍するチ
ャンスや挑戦フィールドが多い当社。自社ブランドに加え
てHyatt、Hilton、Sheratonなど外資系ホテルとの提携に
よる運営展開もしています。
＜こんな方に＞
●若手にチャンスの多い会社で自分の可能性を試したい
●ホテルの運営にも経営にも携わりたい
●マネジメントスキルを身に付け、大規模なプロジェクト

に参加したい
●将来はGMを目指したい

求める人材像

自社ホームページ マイナビ2021よりエントリー 掲載就職サイト
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企
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ホ
テ
ル
情
報

本社名 株式会社　強羅花扇 コンラッド大阪合同会社

ホテル名 強羅花扇 円かの杜
強羅花扇 コンラッド大阪

本社所在地 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-681 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

施設所在地 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-862
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-681 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

ホテル代表番号 0460-82-4100　/　0460-87-7715 06-6222-0111
ホテルホームページURL https://gorahanaougi.com/ https://www.conradosaka.jp/

開業年月日 2008年7月15日 2017年6月9日
資本金 3,000,000円 非公開

代表者名 飯山 和男 ソーパーティモシー エドワード
社員数 60人 206人
客室数 20室　/　20室 164室

ホテル業態 旅館 シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

3人
1人 1人 - - 1人

5人
- - 2人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留2人 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

3人
- 3人 - - -

11人
4人 2人 5人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
7人 2人 3人 1人 - 1人 10人 4人 2人 4人 - -

初任給　４大 225,000円 180,000円

初任給　専・短 216,000円 173,000円

初任給　調理 216,000円 173,000円

初任給　高校 193,000円 -

休日 101日 117日

福利厚生

社会保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険
勤続1年以上の方リフレッシュ休暇5日～（要事前相
談）
JTB旅ホ連共済保険加入　研修旅行（2.3年に1度国
内・海外）
ワーキングホリデー休暇（入社3年後要相談）　
退職金制度あり（勤続7年以上）

・交通費支給（社内規定有り）
・1日勤務あたり2食まで食事支給（負担金無し、課

税対象）
・制服貸与

・国内外のヒルトングループのホテルを従業員価
格での宿泊可能

・会員制ジムの会費を会社が負担
応募方法 会社説明会時、自社HPにてご案内（専門学生　学校を通しての応募） ジョブフェア

2020年度エントリー開始実績 随時 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月予定 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

採用担当
0460-87-7715（代表） 06-6222-2754

2021年度予定選考項目 書類選考、面接 ジョブフェア参加、エントリー、書類選考、面接、
適性検査

求める人材像

「和」の心を持ち、「和」に興味のある方を求めます。
旅館は日本の文化の一つです。着物を着ておもてなしを
する素敵な仕事。日本の文化・礼儀・作法を学び、経験し、
共に成長していける人材を求めております。
和の心はお客様に対してだけでなく、共に働くスタッフに
対しても同じです。スタッフ同士互いに気遣い、協力をし、
素敵なチームを作る。それが結果的に最高のおもてなし
に直結する。共に最高の「和」を創りましょう。

スマートラグジュアリーに合う、明るい笑顔で
前向きに業務に取り組める人。新しいホテルに
知恵や工夫を加えながら業務改善ができる人。
マニュアルに頼らず自分で考えてお客様の滞在
を最高のものにするパッションがある人。

掲載就職サイト - マイナビ
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全
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ホ
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ザ・テラスホテルズ株式会社 ザ・ホテリエ・グループ赤坂株式会社 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ザ・ブセナテラス
ザ・ナハテラス

ジ・アッタテラス　クラブタワーズ
ザ・テラスクラブ　アットブセナ

ジ・ウザテラス　ビーチクラブヴィラズ

ANAインターコンチネンタルホテル東京 ホテル名

沖縄県名護市喜瀬1808 東京都港区赤坂1-12-33 本社所在地

沖縄県名護市喜瀬1808　（他、沖縄県内） 東京都港区赤坂1-12-33 施設所在地

098-864-1191 03-3505-1111 ホテル代表番号
https://www.terrace.co.jp/ https://anaintercontinental-tokyo.jp/ ホテルホームページURL

1997年7月10日 1986年6月7日 開業年月日
2,300,000,000円 10,000,000円 資本金

代表取締役社長　國場 幸伸 総支配人　ミシェル・シェルトー 代表者名
750人 600人 社員数
749室 844室 客室数

リゾートホテル シティホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

41人
14人 12人 5人 2人 8人

41人
2人 23人 10人 1人 -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留5人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
43人

19人 8人 8人 3人 5人
71人

11人 37人 15人 2人 -
留- 留- 留- 留- 留- 留 1人 留5人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載55人 20人 15人 10人 5人 5人 未定 - - - - -

178,334円 200,990円 初任給　４大

168,334円 177,760円 初任給　専・短

2年制161,667円　1年制148,0334円 2年制 177,760円　1年制 167,155円 初任給　調理

138,334円 161,600円 初任給　高校

106日 110日（予定） 休日

福利厚生：各種社会保険、独身寮（名護市、恩納村）、従業員
食堂、従業員施設利用割引、各種スポーツ大会、永年勤続表
彰制度、優秀社員表彰制度　等
その他：慶弔休暇制度、育児休暇制度、介護休暇制度、ステ
ップアップ休暇制度、復職支援手当制度、功労金制度
教育他：新入社員研修、キャリアフォローアップ研修、衛生講
習、語学研修、料飲サービススペシャリスト養成講座　等

健康保険組合、厚生年金、労災保険、雇用保険、制服・ロッカ
ー貸与
従業員食堂あり※150円-400円／ 1食
IHG・ANAホテルズ利用優待制度
ANAインターコンチネンタルホテル東京内料飲施設50％割
引制度
福利厚生プログラム「ベネフィットステーション」加入
共済会

福利厚生

マイナビよりエントリー 大学生：マイナビよりエントリー（予定）
専門学生：学校経由 応募方法

2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

総務人事部
098-864-1191

人事部　秋葉・中野・兵頭
03-3505-1173

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、面接、筆記試験 書類選考、グループディスカッション、面接 2021年度予定選考項目

どのような状況であっても、前を向き、共に歩んでい
きましょう。私たちは、2021年度の採用人数や方針を
変えず、新しい感性を持ったみなさんとの出逢いを楽
しみにしています。”常にここに在り続ける”為に。

【求める人財像】
１．豊かな感受性と感謝の気持ちを表現できる”素直な心”
２．お客様に感動、感激を提供できる”熱いハート”
３．相手の気持ちを思いやり、尊重する”やさしい気持ち”

お客様の目的に応じてお使いいただける12のレスト
ランやバーラウンジ、また844室のゲストルームで
は、日本的なおもてなしの心が生む上質のホスピタ
リティと国際水準のサービスを提供しております。
お客様・チームメンバーに対しても思いやりを持っ
て接することが出来る方、またインターコンチネンタ
ルブランドに共感し、ホテルと共に成長する意欲を
お持ちの方のご応募をお待ちしております。

求める人材像

マイナビ マイナビ、キャリタス、自社HP 掲載就職サイト
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本社名 株式会社札幌東急ホテルズ 株式会社札幌ホテルマネジメント

ホテル名 ①札幌エクセルホテル東急
②札幌東急ＲＥＩホテル ANAクラウンプラザホテル札幌

本社所在地 北海道札幌市中央区南4条西5丁目1番地 北海道札幌市中央区北三条西１丁目２番地9

施設所在地 ①北海道札幌市中央区南8条西5丁目420番地
②北海道札幌市中央区南4条西5丁目1番地 北海道札幌市中央区北三条西１丁目２番地9

ホテル代表番号 011-531-0109 011-221-4411
ホテルホームページURL https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/ https://www.anacpsapporo.com

開業年月日 1980年6月1日 1974年6月5日
資本金 10,000,000円 5,000,000円

代表者名 代表取締役　小林 昭人 代表取締役　佐藤 亮祐
社員数 143人 270人
客室数  ①札幌エクセルホテル東急 382室　②札幌東急ＲＥＩホテル 575室 412室

ホテル業態 ①シティホテル
②ビジネスホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

5人
1人 1人 2人 1人 -

10人
- 1人 3人 1人 5人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

4人
- - 2人 - 2人

10人
- - 1人 1人 8人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
10人 3人 3人 2人 - 2人 未定 - - - - -

初任給　４大 185,600円 170,000円～（昨年実績）

初任給　専・短 170,000円 159,000円～（昨年実績）

初任給　調理 2年制170,000円　1年制163,900円 2年制159,000円～
1年制149,000円～（昨年実績）

初任給　高校 163,900円 149,000円～（昨年実績）

休日 104日 99日（2019年現在）

福利厚生

社会保険完備、リフレッシュ休暇制度、東急共済
組合（医療給付金・保養所利用補助金等）、団体生
命保険、確定拠出年金、従業員持株会制度、財形
貯蓄、交通費全額支給（月5万円限度）、産前・産後
休暇、育児・介護休業制度及び時短勤務制度、カ
ムバック制度、健康診断、保養所補助金制度、健
康診断、従業員食堂

昇給（1回）、賞与（年2回）、社会保険完備、財形貯
蓄制度、確定拠出年金制度、各種トレーニング、
社員表彰制度、資格取得制度、制服・ロッカー貸
与、社員食堂あり（一食200円）、リフレッシュ休
暇、社内施設利用割引、国内外IHGグループホテ
ル宿泊優待制度、定期健康診断、従業員共済会（慶
弔等給付金、旅行補助金などあり）、労働組合

応募方法 マイナビ新卒2021よりエントリーまたは学校経由応募 自社HP、就職ナビサイトよりエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年6月1日 -
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

管理部門　人事担当
011-531-0266

人事担当
011-242-1880

2021年度予定選考項目 書類選考、筆記試験（学科・適性検査）、面接試験 書類選考、面接、適正検査

求める人材像

私たちは、チームワークを大切に考える事がで
きてお客様や仲間に対して、常に感謝の気持ち
を忘れず思いやりの気持をもって一緒に働いて
くれる方を求めています。

●多くの仕事に対して前向きでフレキシブルに 
対応する能力、チャレンジ精神、情熱がある方。

●変化に臆せず、素早く対応できる方。
●チームメンバーと協力・信頼関係を築ける方、

そして、ゲストとの信頼関係を築ける方。
●クラウンプラザブランドとホテルで働くことに

誇りを持って、おもてなしを実践できる方。

掲載就職サイト マイナビ新卒2021 自社HP、マイナビ、ダイヤモンドナビ
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株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 株式会社芝パークホテル 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ホテルグランヴィア京都
ホテルヴィスキオ京都 芝パークホテル・パークホテル東京 ホテル名

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る
東塩小路町901番地 東京都港区芝公園1丁目5番地10号 本社所在地

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る
東塩小路町901番地 東京都港区芝公園1-5-10・東京都港区東新橋1-7-1 施設所在地

075-344-8888 03-3433-4141 ホテル代表番号
http://www.granvia-kyoto.co.jp/ http://www.shibaparkhotel.com ホテルホームページURL

1997年9月11日 1948年5月13日 開業年月日
18,000,000,000円 220,000,000円 資本金

代表取締役社長　湊 和則 柳瀬 連太郎 代表者名
569人 270人 社員数
538室 芝パークホテル269室、パークホテル東京270室 客室数

シティホテル、ビジネスホテル シティホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

41人
17人 11人 12人 - 1人

20人
4人 1人 8人 - 5人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留2人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
52人

28人 10人 14人 - -
11人

4人 2人 2人 - 1人
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留2人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 15人予定 - - - - -

189,040円～ 202,040円 195,000円 初任給　４大

158,280円～ 167,940円 185,000円 初任給　専・短

158,280円～ 167,940円 185,000円 初任給　調理

- 175,000円 初任給　高校

104日 109日（月9日休み） 休日

各種社会保険制度（健康・厚生・雇用・労災）、借上
げ住宅制度、各種技能手当、慶弔見舞金制度、財
形貯蓄制度、介護休職制度、JR西日本持株会、JR
西日本グループ共済会、社員旅行会、当ホテル利
用割引制度、グループホテル宿泊割引制度

社会保険完備、休暇制度（年次有給休暇、特別休
暇）、健康診断（年1回）、社員割引制度、福利厚生
補助金制度、永年勤続表彰、誕生日プレゼント、
財形貯蓄、子女入学祝い金、従業員食堂有、クラ
ブ制度

福利厚生

自社HP・マイナビよりエントリー受付 マイナビ 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

岡田 大祐、廣谷 修平
総務部 総務人事グループ　075-342-5503

人事総務課
03-5470-7507

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、面接、グループディスカッション グループディスカッション、面接 2021年度予定選考項目

ホスピタリティマインドとチャレンジ精神を持って、会
社とともに成長していける方をお待ちしています。当
社は今、「グランヴィア」ブランドのブラッシュアップ、そ
して新規ホテルの開発を積極的に進め、次なるステ
ージに大きく踏み出しています。そんな当社のさら
なる飛躍のためには、自ら考えて動くことのできる若
い力が不可欠です。お客様の笑顔のため、自ら成長
したいという意欲溢れる方をぜひお待ちしています。

・「安定志向」より「チャレンジ志向」昨日より今
日、今日より明日と成長意欲のある方

・感謝する気持ちを大切にしている方
・相手の立場になって考えることができる方
・自分の仕事に誇りが持てる方

求める人材像

自社ホームページ/マイナビ 自社ホームページ、マイナビ 掲載就職サイト
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本社名 志摩リゾートマネジメント株式会社 Shangri-La Hotels Japan 株式会社

ホテル名 AMANEMU シャングリ・ラ ホテル 東京

本社所在地 三重県志摩市浜島町迫子2165 東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館

施設所在地 三重県志摩市浜島町迫子2165 東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館

ホテル代表番号 0599-52-5000 03-6739-7888
ホテルホームページURL https://www.aman.com/ja-jp/resorts/amanemu https://www.shangri-la.com/jp/tokyo/shangrila/

開業年月日 2016年3月1日 2009年3月2日
資本金 100,000,000円 902,500,000円

代表者名 代表取締役　鴉部 優 総支配人　マティアス・スッター
社員数 100人 300人
客室数 28室 200室

ホテル業態 リゾートホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

4人
- 3人 1人 - -

23人
- 17人 4 人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留2人 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

7人
1人 4人 2人 - -

27人
1人 14人 8 人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留3人 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 未定 - - - - -

初任給　４大 - 185,000円

初任給　専・短 - 185,000円

初任給　調理 - 185,000円

初任給　高校 - -

休日 108日 年間休日114日及び有給休暇、特別有給休暇（傷病休暇、ボランテ
ィア休暇等）、産前産後休業、育児・介護休業（労働基準法に準ずる）

福利厚生

社会保険完備
アマングループ無料宿泊制度
交通費支給、住宅手当（規定による）
従業員寮、従業員食堂無料提供

各種社会保険完備、制服貸与、交通費支給（社内
規定による）食事実質無料支給、従業員割引制度

（宿泊、レストラン、ブティック）、海外Shangri-
La Hotels and Resorts宿泊割引、慶弔見舞金、勤
続表彰制度、優秀従業員表彰制度、団体定期保険

（加入要件有り）

応募方法 - 専門学校：学校を通しての応募
大学・短大：自社HPよりエントリー（予定）

2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 専門学校：2019月2月1日／大学・短大：2019年3月1日

2021年度エントリー 開始予定 - 専門学校：2020年2月1日（予定）／大学・短大：2020年3月1日（予定）

採用担当 
部署・直通電話番号

人事部
0599-52-5014

人事部
03-6739-7811

2021年度予定選考項目 書類選考、面接 書類選考、面接、グループアクティビティー

求める人材像

アマングループの一員、また、アマネムファミリ
ーとして、日常を変える体験や、心のこもったお
もてなしをお客様にお届けすることが出来る仲
間を探しています。
皆様のご応募をお待ちしております。

"シャングリ・ラのホスピタリティーは家族を思いやる心か
ら"という企業理念のもと、私達は心からの思いやりと尊
重という大切なものを共有しています。シャングリ・ラで
は、これらの信念と無私無欲の精神を謳うコアバリュー

「Respect（尊重）」、「Humility（謙虚 ）」、「Courtesy（礼儀正
しさ）」、「Helpfulness（親 切心）」、「Sincerity（誠 実）」を体
現し、「サービスに対する情熱」、「思慮深い礼儀正しさ」、

「自ら学び、考え、行動する力」を持つ方を求めております。

掲載就職サイト 自社ホームページ 自社ホームページ等
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杉乃井ホテル＆リゾート株式会社
（オリックスグループ） スターツホテル開発株式会社 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

大分・別府温泉 杉乃井ホテル

ホテル エミオン 東京ベイ
ホテル ルミエール 葛西/西葛西

ホテル ルミエール グランデ 流山おおたかの森
ホテル エミオン 京都（2020年6月開業）

ホテル名

大分県別府市大字南立石2272番地 東京都中央区日本橋3-4-10
スターツ八重洲中央ビル 本社所在地

大分県別府市大字南立石2272番地 千葉県浦安市日の出1-1-1　他 施設所在地

0977-24-1141 047-304-2727 ホテル代表番号
http://www.suginoi-hotel.com https://www.starts-hotel.co.jp/ ホテルホームページURL

2002年9月 2003年3月1日 開業年月日
10,000,000円 50,000,000円 資本金

似内 隆晃 代表取締役社長　川野 謙太郎 代表者名
1,090人　※2019/10/1時点 304人 社員数

647室 1,301室 客室数

旅館 リゾートホテル、ビジネスホテル、シティホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

42人
4人 4人 2人 3人 23人

6人
2人 4人 - - -

留2人 留4人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

38人
※2019/10/30

現時点

7人 3人 2人 2人 20人
10人

5人 5人 - - -
留1人 留3人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 未定 - - - - -

166,000円　※2019年度実績 212,000円 初任給　４大

150,000円　※2019年度実績 190,000円 初任給　専・短

147,900円　※2019年度実績 190,000円 初任給　調理

143,000円　※2019年度実績 - 初任給　高校

108日 108日 休日

各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
退職金制度、制服貸与、交通費支給（社内規定による）
階層別研修制度（合同新入社員研修、フォローアップ
研修等）
定期健康診断、社員寮・従業員食堂
海外視察研修、連続10日間休暇（2018年実績）　など

■賞与（年2回）、昇給（年1回）
■社員寮制度（初年度自己負担額20,000円）
■夜勤手当（1回3,000円）
■家族扶養手当、子供扶養手当、入園入学特別手当
■女性支援制度（出産休暇、育児休暇、時短制度）
■社員割引、ベネフィット・ステーション
■雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
■財形貯蓄、社内預金、社員持株会、

確定給付企業年金・確定拠出企業年金、他

福利厚生

マイナビよりエントリーまたは学校経由応募 自社HPおよびマイナビよりエントリー 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

総務部　人事課
0977-24-0333

総務人事部
047-304-2710

採用担当 
部署・直通電話番号

書類、面接、適性検査 グループディスカッション、個人面接、適性検査 2021年度予定選考項目

オリックスグループが運営する宿泊施設として、“また行きた
い、と思っていただける場所。” を提供していきたいと考え
ています。
当ホテルは、九州最大級の大型リゾートホテルです。ぜひ
真心溢れるおもてなしで、楽しいひとときを、一緒に演出し
ていきましょう。
＜こんな方が当社で活躍しています！＞
・おもてなしの心を発揮できる方
・元気で明るく聡明な方
・目標を持って業務遂行できる方　　

■「笑顔と心からのおもてなし」に共感する方
■チームワークで動ける方
■人に興味がある方
■向上心を持ち、自らを高める努力を惜しまない方
■前向き・素直に受け入れる気持ちを持った方
■既成概念に囚われない広い視野を持った方

求める人材像

マイナビ 自社HPおよびマイナビ 掲載就職サイト
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本社名 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 株式会社せとうちクルーズ

ホテル名

ヴィラフォンテーヌ プレミア
ヴィラフォンテーヌ グランド

ヴィラフォンテーヌ
ヴィラージュ

guntû

本社所在地 東京都新宿区西新宿8-15-1
住友不動産西新宿八丁目ビル 広島県尾道市浦崎町1364番地6

施設所在地 東京エリア、近畿エリア、伊豆エリア 広島県尾道市浦崎町1364番地6

ホテル代表番号 03-5925-7293 0848-70-0391
ホテルホームページURL https://www.hvf.jp/ https://guntu.jp/

開業年月日 1978年2月7日 2017年10月17日
資本金 50,000,000円 100,000,000円

代表者名 取締役社長　桝井 俊幸 代表取締役社長　神原 秀明
社員数 947人 57人
客室数 5,000室 19室

ホテル業態 シティホテル、ハイグレードホテル、
リゾートホテル 旅客不定期航路事業

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

61人
48人 13人 - - -

-
- - - - -

留- 留- 留- 留- - 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

45人
42人 3人 - - -

-
- - - - -

留- 留- 留- 留- - 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 未定 - - - - -

初任給　４大 200,000円 205,000円

初任給　専・短 200,000円 短大190,000円　専門185,000円

初任給　調理 - 185,000円

初任給　高校 - 171,000円

休日 105日他 108日

福利厚生

自社施設宿泊(社員優待)
保養所(軽井沢)
社員持株会※住友不動産株式会社
制服・ロッカー貸与
資格補助※自衛消防技術試験・上級救命講習
健康診断
結婚お祝い金
借上社宅制度
満室奨励制度　　　　他

 結婚祝金,出産祝金,新築祝金,弔慰金,傷病見舞金, 
災害見舞金,有給休暇,特別休暇,独身寮・社宅完備, 
退職金制度(勤続3年以上), 共済会制度,割引制度

応募方法 マイナビまたはリクナビにてエントリー受付 公式HPよりエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事部人事採用課
03-5925-7297

SSC部人事課
084-987-3951

2021年度予定選考項目 書類、筆記試験、適性検査、面接 書類選考、面接、適性検査

求める人材像

・チャレンジする精神を大切にしている為
　主体性を持って働ける人

・幅広い業務を経験することで自身の成長を
　目指せる人

・仲間を思いやり、チームワークを大切にできる人

●瞬間瞬間に主体的に考え、感じ、そして行動す 
ることが出来る方

●現状に満足せず、常に自分を変化させ、成長さ
せていくことにアグレッシブに取り組める方

掲載就職サイト 自社HPまたはマイナビ、リクナビ 自社ホームページ、リクナビダイレクト
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株式会社セラヴィリゾート泉郷 瀬良垣ホテルマネジメント株式会社 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原、清里高原ホテル、
ホテルアンビエント（蓼科、安曇野、伊豆高原 ）、ホテルア
ルティア鳥羽、わんわんパラダイス（八ヶ岳、伊豆高原、
鳥羽、高山、松阪）、Wan's Resort（ 山中湖、城ケ崎海岸）

ハイアット リージェンシー 
瀬良垣アイランド沖縄 ホテル名

東京都豊島区南大塚2-45-8
ニッセイ大塚駅前ビル6階 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1108番 本社所在地

山梨県、長野県、静岡県、三重県、岐阜県 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1108番 施設所在地

03-5981-2301 098‐960‐4321 ホテル代表番号
 http://www.izumigo.co.jp/ https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-

regency-seragaki-island-okinawa/okaro ホテルホームページURL
2003年4月1日 2018年8月21日 開業年月日

7,800,000円 100,000,000円 資本金
代表取締役社長　小西 滋 田中 辰明 代表者名

1,070人 250人 社員数
1,190室 344室 客室数

リゾートホテル、旅館 リゾートホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

37人
6人 6人 1人 1人 23人

30人
3人 24人 1人 - 1人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
15人

2人 5人 - - 8人
35人

8人 19人 3人 1人 -
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留4人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載15人 - - - - - 40人 5人 25人 8人 1人 1人

190,555円 160,000円 初任給　４大

179,477円 155,000円 初任給　専・短

2年制：179,477円/1年制：177,261円 155,000円 初任給　調理

175,045円 150,000円 初任給　高校

年104日 109日 休日

社員寮、住宅補助、自社ホテル厚生利用制度、レ
ジャー補助制度、各種資格取得補助奨励制度、慶
弔見舞制度、社会保険完備

家具家電付き独身寮完備（ホテルまで徒歩圏内）
国内外ハイアットホテル無料宿泊制度、
社会保険完備（健康保険、厚生年金保険、雇用保
険、労災保険）
社内施設割引制度、交通費全額支給
従業員駐車場完備、従業員食堂完備
制服・ロッカー貸与、福利厚生倶楽部法人加入

福利厚生

マイナビ2021よりエントリー受付 履歴書を郵送 応募方法
2019年3月1日 2019年2月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

人事部：03-5981-2301 人事部
098‐960‐4305

採用担当 
部署・直通電話番号

面接、作文・小論文、適性検査 書類選考、面接 2021年度予定選考項目

当社は「もっと身近にリゾートを」をコンセプトに、リゾートを
通じてお客様の喜びを創造する会社です。この理念に共感
して頂ける方と一緒に成長していきたいと考えております。
　「リゾート」には、たくさんの魅力があります。どの職種に
も共通して求められる技能は、「リゾート」の楽しみ方をお客
様にどれだけ沢山伝えられるかということ、つまり「遊び」の
提案力だと考えています。「目の前のお客様がどうしたら喜
んでくださるか」を考え、行動できる仲間を求めています。

● ゲストとのコミュニケーションを楽しめる方
●仲間にもCARE（思いやり）の心を持って接することができる方
● 自然を愛し、自身も楽しみながら働くことができる方
● バイタリティがあり、チャレンジ精神をもっている方
● チャンスを自分のものにできる方
● “ We care for people so they can be their best ”  （私たちは思
いやりの心で、相手の「最高」を導き出します）
全世界のハイアットに共通しているこの信念に共感できる方
皆さんと共に、ホテルも成長していくことをスタッフ一同楽し
みにしています！！

求める人材像

マイナビ リクナビ 掲載就職サイト
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本社名 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社
（ソラーレホテルズアンドリゾーツグループ） 北谷ホテルアンドリゾート株式会社

ホテル名

インソムニア 赤坂、雨庵 金沢、ザ・スクエアホテル、
ホテル・アンドルームス、ランプライトブックスホテル、

ハタゴイン、ロワジールホテル、
ロイヤルパインズホテル浦和、

チサンホテルズ・チサンインロードサイド

ヒルトン沖縄北谷リゾート

本社所在地 東京都港区芝1-5-12
TOP浜松町ビル5階 沖縄県中頭郡北谷町字美浜40-1

施設所在地 全国各地 沖縄県中頭郡北谷町字美浜40-1

ホテル代表番号 03-6858-2583 098-901-1111
ホテルホームページURL https://www.solarehotels.co.jp/ https://www.hiltonchatan.jp/

開業年月日 1989年9月1日 2014年7月2日
資本金 非公開 非公開

代表者名 代表取締役社長　井上 理 似内  隆晃
社員数 約2,000人 232名
客室数 8,107室 346室

ホテル業態 シティホテル、ビジネスホテル、
アーバンリゾートホテル リゾートホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

36人
18人 7人 7人 同左含 1人

13人
7人 1人 2人 - 3人

留3人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

未確定
- - - - -

20人
11人 5人 2人 - 2人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 15人 9人 2人 2人 - 2人

初任給　４大 160,000円～ 195,000円（地域別初任給） 155,000円（昨年実績）

初任給　専・短 145,000円～ 180,000円（地域別初任給） 155,000円（昨年実績）

初任給　調理 同上 155,000円（昨年実績）

初任給　高校 - 145,000円（昨年実績）

休日 107日 ◇年間公休数105日　◇有給休暇　◇特別休暇
◇傷病休暇　等 

福利厚生

各種社会保険、自社施設社員優待、
団体長期障害所得補償保険、退職金制度、
福利厚生サービス「リロクラブ」加入（旅行、レジ
ャー、スポーツクラブ、資格学校英会話等学習、
その他の割引）

◇賞与有　◇昇給有　◇各種社会保険完備
◇交通費支給有　◇無料駐車場有
◇退職金制度有　◇団体長期所得補償制度有
◇食事支給有（1勤務につき1食支給）
◇宿泊・レストラン利用従業員優待価格有

（全世界のヒルトングループが対象）
◇トレーニング制度有 

応募方法 自社HPまたは就職サイトよりエントリー受付 「joo navi2021」を通してエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事総務本部
03-6858-2583 人事業務部　098-901-1102

2021年度予定選考項目 書類、筆記試験、面接、作文、適性検査 書類選考・面接・筆記試験

求める人材像

私どもでは、「街と共に、お客様の人生をより楽しく、より豊
かに。」をミッション（使命）として掲げており、以下のような
方を求めています。
●コンセプトを理解し共感できる人
●人と人がつながる瞬間を感じたい人
●利他の心を持てる人
●ソラーレ（イタリア語で太陽系のこと）の3つのブランド

イメージを体現出来る方
「温かい」「エネルギッシュ」「普遍的」

●失敗を恐れず積極的に物事に取り組む、前向きでバイタ
リティーのある方

ヒルトンが掲げる"おもてなしの明るさと温かさ
で､この地球を満たす"というビジョンの実現を一
緒に目指す､志の高い"チームメンバー "を求める
人材として掲げています。私たちヒルトンでは､
従業員のことを"チームメンバー "と呼んでいま
す。チームの一員であるという認識を持つことが
不可欠であり､私たち共通の価値観の一つにも"チ
ームワーク"が重要項目として挙げられています。

掲載就職サイト マイナビ joo navi 2021
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北谷ホテルマネジメント株式会社 長治観光株式会社 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ダブルツリー byヒルトン沖縄北谷リゾート リステルホテルズ ホテル名

沖縄県中頭郡北谷町字美浜43 東京都新宿区新宿5－3－20 本社所在地

沖縄県中頭郡北谷町字美浜43 東京都新宿区、福島県猪苗代町、静岡県浜松市 施設所在地

098-901-4600 03-3350-4411 ホテル代表番号
https://www.doubletreechatan.jp/ https://www.listel-hotels.com ホテルホームページURL

2018年6月1日 1973年12月1日 開業年月日
非公開 10,000,000円 資本金

似内 隆晃 鈴木 裕久 代表者名
44人 300人 社員数

160室 1,116室 客室数

リゾートホテル リゾートホテル、ビジネスホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

6人
2人 3人 - - 1人

7人
2人 1人 - - 1人

留- 留- 留- 留- 留- 留2人 留1人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
5人

1人 1人 1人 - 2人
14人

7人 2人 - - 4人
留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載4人 1人 1人 1人 - 1人 20人 10人 5人 2人 - 3人

155,000円（昨年実績） 205,860円 初任給　４大

155,000円（昨年実績） 165,090 ～ 195,200円（年数・地域により異なる） 初任給　専・短

155,000円（昨年実績） 165,090 ～ 190,510円（年数・地域により異なる） 初任給　調理

145,000円（昨年実績） 161,050 ～ 180,360円（地域により異なる） 初任給　高校

◇年間公休数105日　◇有給休暇　◇特別休暇
◇傷病休暇　等 107日 休日

◇賞与有　◇昇給有　◇各種社会保険完備
◇交通費支給有　◇無料駐車場有
◇退職金制度有　◇団体長期所得補償制度有
◇食事支給有（1勤務につき1食支給）
◇宿泊・レストラン利用従業員優待価格有

（全世界のヒルトングループが対象）
◇トレーニング制度有 

○グループ（国内・海外）の宿泊、飲食、レジャー
優待利用　○社員寮、社員食堂有り（福島、静岡）
○制服貸与　○慶弔金制度　○企業型確定拠出
年金制度

福利厚生

「joo navi2021」を通してエントリー 自社採用ページ、リクナビ、マイナビ 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

人事業務部　098-901-1102 総務部採用担当
03-3350-4411

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考・面接・筆記試験 筆記試験、グループ面接、個人面接 2021年度予定選考項目

ヒルトンが掲げる"おもてなしの明るさと温かさ
で､この地球を満たす"というビジョンの実現を一
緒に目指す､志の高い"チームメンバー "を求める
人材として掲げています。私たちヒルトンでは､
従業員のことを"チームメンバー "と呼んでいま
す。チームの一員であるという認識を持つことが
不可欠であり､私たち共通の価値観の一つにも"チ
ームワーク"が重要項目として挙げられています。

自分の意見を持ち、それを発信・実行できる人物。
チームワークを重視し、積極的なコミュニュケ
ーションができる人物。他人への思いやり（お客
様・同僚・取引先）を持つ事のできる人物。

求める人材像

joo navi 2021 自社ホームページ 掲載就職サイト
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本社名 ツネイシＬＲ株式会社 株式会社DTNインベストメンツ

ホテル名 ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道 ダブルツリー byヒルトン那覇

本社所在地 広島県福山市沼隈町常石1083番地 沖縄県浦添市城間4丁目32番5号

施設所在地 広島県尾道市浦崎町大平木1344-2 沖縄県那覇市東町3-15

ホテル代表番号 084-987-1122 098-862-0123
ホテルホームページURL http://www.bella-vista.jp/ https://www.doubletreenaha.jp/

開業年月日 2007年9月27日 2012年5月23日
資本金 20,000,000円 非公開

代表者名 代表取締役　神原 秀明 代表取締役　川畑 幸貴
社員数 99人 42人
客室数 45室 227室

ホテル業態 リゾートホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

2人
- 1人 1人 - -

1人
- - - - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

5人
1人 1人 2人 - 1人

-
- - - - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 未定 - - - - -

初任給　４大 195,000円 155,000円

初任給　専・短 短大180,000円　専門175,000円 155,000円

初任給　調理 175,000円 155,000円

初任給　高校 161,000円 155,000円

休日 107日 105日

福利厚生
 結婚祝金,出産祝金,新築祝金,弔慰金,傷病見舞金, 
災害見舞金,有給休暇,特別休暇,独身寮・社宅完備, 
退職金制度(勤続3年以上), 共済会制度,割引制度

社会保険完備、従業員駐車場完備、国内・海外の
グループホテルの宿泊／飲食の割引制度あり、産
休育休制度あり

応募方法 公式HPよりエントリー 以下の連絡先にお問い合わせください。
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 随時募集
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 随時募集

採用担当 
部署・直通電話番号

SSC部人事課
084-987-3951

人事業務部
098-860-7024 / OKANA_HRD@Hilton.com

2021年度予定選考項目 書類選考、面接、適性検査 書類選考、面接選考

求める人材像

●柔軟な発想と対応が出来る方
●考える力がある方
●チームワークを大切にしたい方
●アグレッシブに行動できる方
●ポジティブ思考の方

・チームワークを大切に出来る方
・主体的に自分を成長させたい方
・語学力を活かしたい方
・接客業のプロフェッショナルを目指す方

掲載就職サイト 自社ホームページ、リクナビダイレクト -
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全
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株式会社帝国ホテル 株式会社帝国ホテル 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

帝国ホテル大阪 帝国ホテル東京
上高地帝国ホテル ホテル名

東京都千代田区内幸町1-1-1 東京都千代田区内幸町1-1-1 本社所在地

大阪府北区天満橋1-8-50 東京都千代田区内幸町1-1-1 施設所在地

06-6881-1111 03-3504-1111 ホテル代表番号
https://www.imperialhotel.co.jp/j/ https://www.imperialhotel.co.jp/j/ ホテルホームページURL

1996年3月15日 1890年11月3日 開業年月日
 1,485,000,000円  1,485,000,000円 資本金

代表取締役社長　定保 英弥 代表取締役社長　定保 英弥 代表者名
1,940人 1,940人 社員数
381室 931室（東京）74室（上高地） 客室数

シティホテル、アーバンリゾートホテル シティホテル（東京）、リゾートホテル（上高地） ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 ４大 専・短 調理 製菓 高校（調
理に含む） 2019年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

採
用
情
報

71人
6人 35人 20人 6人 3人

89人
20人 35人 28人 1人 3人

留1人 留- 留- 留- 留- 留1人 留1人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
54人

3人 33人 15人 2人 -
115人

32人 39人 37人 3人 2人
留- 留1人 留- 留- 留- 留1人 留1人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 未定 - - - - -

182,800円 190,980円～ 205,660円 初任給　４大

162,630円～ 169,920円 170,820円～ 178,100円 初任給　専・短

155,630円～ 169,920円 163,630円～ 178,100円 初任給　調理

155,630円 163,630円 初任給　高校

129日 129日 休日

■休日休暇
年間休日129日（有給休暇の計画的取得分5日を含む）、完
全週休2日制（ローテーション制）、夏季休暇、正月休暇、
祝日16日、年次有給休暇（初年度10日）、慶弔休暇、産前
産後休暇（16週間）
■福利厚生
独身寮（男女共ワンルームマンションタイプ）、社会保険
完備、育児・介護休業、財形住宅貯蓄制度、従業員持株会、
従業員食堂、マッサージルームなど

■休日休暇
年間休日129日（有給休暇の計画的取得分5日を含む）、完
全週休2日制（ローテーション制）、夏季休暇、正月休暇、
祝日16日、年次有給休暇（初年度10日）、慶弔休暇、産前
産後休暇（16週間）
■福利厚生
独身寮（男女共ワンルームマンションタイプ）、社会保険
完備、育児・介護休業、財形住宅貯蓄制度、従業員持株会、
従業員食堂、マッサージルームなど

福利厚生

マイナビよりエントリー マイナビよりエントリー 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

大阪総支配人室管理課
06-6881-4602

人事部人事課
03-3539-8123

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、筆記試験、適性検査、面接、
グループディスカッション

書類選考、筆記試験、適性検査、面接、
グループディスカッション 2021年度予定選考項目

お客様のニーズを敏感に感じ取り、期待を超えるサービス
を具現化できる、あるいはその潜在能力を秘めた方を採用
したいと考えています。
日本を代表するサービスを世界へ広め、世界に通用するプ
ロフェッショナルとして、

「帝国ホテルの企業理念に共感できる人」、
「仕事に誇りを持ち、向上心・情熱を持って取り組む」、
「感謝・気配り・謙虚の精神」、
「心の底から、お客様の幸せを願う」、

この4項目に加え、「チームプレーが出来る」も重要な選考の
ポイントです。

お客様のニーズを敏感に感じ取り、期待を超えるサービス
を具現化できる、あるいはその潜在能力を秘めた方を採用
したいと考えています。
日本を代表するサービスを世界へ広め、世界に通用するプ
ロフェッショナルとして、

「帝国ホテルの企業理念に共感できる人」、
「仕事に誇りを持ち、向上心・情熱を持って取り組む」、
「感謝・気配り・謙虚の精神」、
「心の底から、お客様の幸せを願う」、

この4項目に加え、「チームプレーが出来る」も重要な選考の
ポイントです。

求める人材像

自社ホームページ、マイナビ 自社ホームページ、マイナビ 掲載就職サイト
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本社名 株式会社テェルウィンコーポレーション 株式会社東京ドームホテル

ホテル名 ウェスティンホテル大阪 東京ドームホテル

本社所在地 大阪府大阪市北区大淀中1-1-20 東京都文京区後楽1-3-61

施設所在地 大阪府大阪市北区大淀中1-1-20 東京都文京区後楽1-3-61

ホテル代表番号 06-6440-1111 03-5805-2111
ホテルホームページURL https://www.westin-osaka.co.jp/ https://www.tokyodome-hotels.co.jp/

開業年月日 1993年6月3日 2000年6月1日
資本金 50,000,000円 100,000,000円

代表者名 森田 雅実 代表取締役社長　大川 大作
社員数 285人 452人
客室数 303室 1,006室

ホテル業態 シティホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

42人
19人 9人 8人 2人 2人

36人
19人 5人 11人 1人 -

留- 留2人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

54人
31人 6人 12人 2人 -

39人
23人 4人 8人 2人 2人

留- 留3人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
30人 10人 10人 8人 2人 - 未定 - - - - -

初任給　４大 180,000円 240,000円（22歳入社時）

初任給　専・短 171,500円 220,000円（20歳入社時）

初任給　調理 167,500円 220,000円（20歳入社時）

初任給　高校 167,500円 185,000円（18歳入社時）

休日 105日 110日

福利厚生

【資格取得奨励金制度】
業務に関わる資格を取得した場合、会社が受験料
を全額負担

【アニバーサリー休暇】
誕生日や記念日などに使用できる休暇

【explore rate】
世界中のマリオットグループのホテルが特別料
金で利用可能

各種社会保険完備、財形貯蓄制度、資格取得褒賞制
度、通信教育助成金制度、仮眠室・休憩室・社員食
堂完備、東京ドームグループ及び東京ドームシ
ティ各施設（テナント含む）優待割引、東京ドー
ムシティアトラクションズ無料利用（家族含
む）、診療所あり。

応募方法 公式HP、またはマイナビよりエントリー サービス職：自社HP告知、就職サイトよりエントリー
調理職：学校によるとりまとめ

2020年度エントリー開始実績 2019年2月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年2月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事部
06-6440-1022

管理部人事総務課
03-5805-2295

2021年度予定選考項目 書類選考、適性検査、面接 書類、適性検査、面接

求める人材像

ウェスティンホテル大阪は『温かく より上質な
おもてなしの館』を行動指針と定め、すべてはお
客様のHappyを創造するために、変化に対応す
る人、日々おこる事から気づき、おかれた環境
の中で何をすべきか自発的に考え行動できる“人
財”を求めます。

・ホスピタリティマインドを持っている人
・積極性、協調性、責任感を兼ね備えた人
・バイタリティやチャレンジ精神が旺盛な人
・周囲の人を楽しくさせる笑顔が常に溢れている人
→「楽しさ度ランキングNo.1ホテル」を目指す当社の夢
とビジョンに共感し、独自の新しいホテル文化を一緒に
楽しみながら創造していける人を求めています。

掲載就職サイト 自社ホームページ、マイナビ 自社ホームページ、マイナビ
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東京ベイヒルトン株式会社 株式会社東武ホテルマネジメント 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ヒルトン東京ベイ

コートヤード・マリオット銀座東武ホテル、東武ホテルレバント東京、
品川東武ホテル、渋谷東武ホテル、成田東武ホテルエアポート、
宇都宮東武ホテルグランデ、川越東武ホテル（2020年3月末で閉館）、Sky 
Restaurant 634　【2020年新規開業：ACホテル・バイ・マリオット東京銀座、
浅草東武ホテル、川越東武ホテル、和光市東武ホテル】

ホテル名

千葉県浦安市舞浜1-8 東京都墨田区錦糸1-2-2 本社所在地

千葉県浦安市舞浜1-8 東京（銀座・品川・浅草・押上・錦糸町・渋谷）、
埼玉（川越・和光市）、千葉（成田）、栃木（宇都宮） 施設所在地

047-355-5000 03-3626-0301 ホテル代表番号
https://www.hiltontokyobay.jp/ https://www.tobuhotel.co.jp ホテルホームページURL

1988年7月2日 1990年11月15日 開業年月日
2,000,000,000円 280,000,000円 資本金

代表取締役社長　田村 康弘 代表取締役社長　重田 敦史 代表者名
550人（うち正社員420人） 672人 社員数

828室 1,719室 客室数

アーバンリゾートホテル シティホテル、ビジネスホテル、
エアポートホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

35人
14人 12人 5人 4人 -

86人
27人 22人 21人 2人 5人

留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留8人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
38人

24人 4人 6人 1人 - 102人
（予定）

46人（予定）19人（予定）23人（予定） -（予定） 6人（予定）

留1人 留2人 留- 留- 留- 留2人（予定）留6人（予定） 留-（予定） 留-（予定） 留-（予定）

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 未定 - - - - -

185,000円 200,000円（予定） 初任給　４大

185,000円 2年制：190,000円（予定）/1年制：186,200円（予定） 初任給　専・短

185,000円 2年制：190,000円（予定）/1年制：186,200円（予定） 初任給　調理

- - 初任給　高校
公休104日、特別休暇（夏季7日冬季7日）、

年次有給休暇（初年度１０日～最大２１日） 105日 休日

社会保険完備、退職年金制度、交通費支給、1日2
食まで食事支給、ヒルトングループホテル宿泊・
レストラン利用割引、トレーニング制度（スキル・
語学・キャリアデベロップメントなど）、退社内イ
ベント多数（従業員パーティ、スポーツイベント、
定例ミーティング、ボラティア活動など）

団体生命保険・損害保険・財形貯蓄、ディズニーコ
ーポレートプログラム加入、永年勤続表彰、
福利厚生代行会社への加入（ベネフィットステー
ション）、東武グループ各企業優待、
東武グループinファミリーネット（各種優待）、住
宅ローン優遇制度、各種社会保険完備

福利厚生

WEBにてエントリー マイナビ2021よりエントリー 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日（予定） 2021年度エントリー 開始予定

人事業務部　047-355-7707 総務人事部　採用担当
03-3626-0301

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、グループディスカッション、面接 書類、面接、適性検査（性格）、
グループディスカッション 2021年度予定選考項目

・おもいやりと感謝する気持ちを大切に、あらゆ
ることに挑戦し、主体性をもって行動できる人

・ヒルトンの掲げる 地球という星をおもてなし
の明るさと温かさで照らし続ける”というビジョ
ンの実現を一緒に目指せる人

「Ambition (向上心)」
刻々と変化し続ける社会の中で、お客様のニー
ズも多彩になっています。
そのような中であっても、自ら思い描いた「あり
たい自分」に向かってコツコツと努力できる方。
今日よりも明日、少しずつでも目標に向かって
いる方。私たちと共にこれからの東武ホテルを
つくっていきましょう。

求める人材像

マイナビ 自社ホームページ、マイナビ 掲載就職サイト
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本社名 東鳳マネジメント株式会社
（オリックスグループ） トーホウリゾート株式会社

ホテル名 会津・東山温泉 御宿 東鳳
登別温泉ホテルまほろば／旅亭　花ゆら

名湯の宿パークホテル雅亭
平成館 しおさい亭／平成館 海羊亭

平成館 しおさい亭 別館 花月

本社所在地 福島県会津若松市東山町大字石山字院内706 北海道札幌市中央区北1条西1丁目6番地
さっぽろ創世スクエア13階

施設所在地 福島県会津若松市東山町大字石山字院内706 ◆登別市登別温泉町　◆函館市湯川町

ホテル代表番号 0242-26-3131 011-219-0005
ホテルホームページURL https://www.onyado-toho.co.jp http://tohoresort.com

開業年月日 2002年11月（会社設立） 1973年1月1日
資本金 50,000,000円 40,000,000円

代表者名 似内 隆晃 唐神 昌子
社員数 169人　※2019/10/1時点 434人
客室数 160室 全ホテル総数973室

ホテル業態 旅館 リゾートホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

5人
- 1人 - - 4人

11人
2人 4人 - - 5人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
3人

※2019/10/30
現時点

- 2人 - - 1人
13人

2人 2人 1人 1人 7人
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 20人 5人 5人 5人 - 5人

初任給　４大 170,000円　※2019年度実績 200,000円

初任給　専・短 165,000円　※2019年度実績 190,000円

初任給　調理 165,000円　※2019年度実績 190,000円

初任給　高校 160,000円　※2019年度実績 180,000円

休日 108日 105日

福利厚生

各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
退職金制度、制服貸与、交通費支給（社内規定に
よる）
階層別研修制度（合同新入社員研修、フォローア
ップ研修等）
定期健康診断、社員寮・従業員食堂　など

・社会保険完備、産休育休制度
・社員宿泊割引、札幌⇔登別送迎バス（無料）
・制服貸与
・社員寮（無料）、社員食堂有（11,000円/1月）
・有給休暇サポート費支給制度
・スポーツクラブ（無料）など

応募方法 マイナビよりエントリーまたは学校経由応募 リクナビサイトよりエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

管理部　総務人事グループ
0242-26-3131

人事採用担当
011-219-0005

2021年度予定選考項目 書類、面接、適性検査 書類選考、1次面接、2次面接

求める人材像

オリックスグループが運営する宿泊施設として、“また行
きたい、と思っていただける場所。” を提供していきた
いと考えています。
美味しい料理と温泉、そして真心溢れるおもてなしで、
楽しいひとときを、一緒に演出していきましょう。
＜こんな方が当社で活躍しています！＞
・元気よくお客さまに接客ができる方
・コミュニケーションを取るのが好きな方
・チームワークを大切にできる方

・ホテル、観光、サービス業に興味のある方
・北海道の活性化へ笑顔で貢献したい方
・人の役に立つことに喜びを感じられる方

・初対面の方とも笑顔でコミュニケーションを取
れる方

・話しかけやすい雰囲気をお持ちの方

掲載就職サイト マイナビ リクナビサイト
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株式会社直島文化村 株式会社中沢ヴィレッジ 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ベネッセハウス 草津温泉ホテルヴィレッジ ホテル名

香川県香川郡直島町364-1 群馬県吾妻郡草津町大字草津618番地 本社所在地

香川県香川郡直島町364-1 群馬県吾妻郡草津町大字草津618番地 施設所在地

087-892-2070 0279-88-3232 ホテル代表番号
http://benesse-artsite.jp/stay/benessehouse/ https://www.hotelvillage.co.jp/ ホテルホームページURL

1992年7月 1968年 開業年月日
20,000,000円 10,000,000円 資本金

笠原 良二 小西 弘晃 代表者名
102人 275人 社員数
65室 314室 客室数

リゾートホテル リゾートホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

6人
5人 1人 - - -

6人
1人 3人 1人 - 1人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
5人

3人 - 2人 - -
19人

3人 11人 4人 - 1人
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載3人 1人 1人 1人 - - 15人 - - - - -

190,000円 180,000円 初任給　４大

178,000円 170,000円 初任給　専・短

178,000円 170,000円 初任給　調理

166,000円 165,000円 初任給　高校

107日 年間105日（内5日有休充当）+有給休暇等 休日

・共済会、退職年金制度　※ベネッセグループ
・社員寮あり（単身入居の場合、1万円/月）
・従業員食堂あり（約200 ～ 350円）
・制服貸与
・資格取得支援制度（受験料補助）
・施設利用割引制度（ホテル宿泊、美術館鑑賞など）

社会保険完備・制服貸出し・社員食堂あり
自己啓発制度・新入社員両親無料招待制度
社員寮（一部Wifiあり）・産前産後育児休業制度
目標管理設定制度・財形貯蓄制度
自社施設優待利用制度・その他各種手当など

福利厚生

公式サイト 又は メールにてエントリー マイナビ・リクナビ等各種新卒応募サイトより 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

業務企画部
087-892-2070

総務人事課・新卒採用担当
0279-88-3643

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、面接、適性検査 面接・作文（簡単なもの） 2021年度予定選考項目

【必須要件】
・コミュニケーション力のある方
・協調性のある方
・シフト制勤務に理解のある方

【歓迎要件】
・英語の得意な方（宿泊客の7割が海外の方です）
・車の運転が出来る方
・田舎の島での暮らしに興味のある方

弊社スタッフの行動五原則、『素直な思いやり』
『一生懸命』『前向きなチャレンジ』『助け合いと

感謝』『責任』を積極的に遂行、意識して働くこと
が出来る方。
自然、温泉が好きで、お客様に「心とからだのや
すらぎ」を提供したい方

求める人材像

自社ホームページ・マイナビ2021 リクナビ・マイナビ 掲載就職サイト
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本社名 名古屋ヒルトン株式会社 ナバ開発株式会社

ホテル名 ヒルトン名古屋 ホテル日航ハウステンボス

本社所在地 愛知県名古屋市中区栄1丁目3番3号 長崎県佐世保市ハウステンボス町6番地

施設所在地 愛知県名古屋市中区栄1丁目3番3号 長崎県佐世保市ハウステンボス町6番地

ホテル代表番号 052-212-1111 0956-27-3000
ホテルホームページURL https://www.hiltonnagoya.com/ http://www.nikko-htb.co.jp

開業年月日 1989年3月1日 1996年4月26日
資本金 1,000,000,000円 100,000,000円

代表者名 齋藤 仁 代表取締役社長　久野 隆紹
社員数 400人 160人
客室数 460室 377室

ホテル業態 シティホテル リゾートホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

20人
12人 - 6人 1人 -

7人
1人 1人 - - 4人

留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

20人
11人 - 7人 1人 -

4人
- 1人 - - -

留- 留1人 留- 留- 留- 留- 留3人 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 10人 3人 2人 3人 - 2人

初任給　４大 170,000円　予定 170,000円

初任給　専・短 160,000円　予定 2年制160,000円　1年制155,000円

初任給　調理 160,000円　予定 2年制160,000円　1年制155,000円

初任給　高校 160,000円　予定 150,000円

休日 年間104日＋特別休暇16日＋有給休暇 97日

福利厚生

各種社会保険
食事最大2食/日まで無償支給（勤務日）
交通費支給（社内規定内）
制服貸与
ヒルトングループ施設利用割引　など

健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・財
形・食事補助・健康診断・社内施設利用における社
員割引・レクレーション・社員研修旅行・研修制度

（基礎マナー・階層別・スキルアップ他）

応募方法 公式HPよりエントリー マイナビよりエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事業務部
052-212-1252

業務部　業務課
0956-58-0231

2021年度予定選考項目 書類選考、面接、グループディスカッション 書類選考、筆記試験、適性検査、面接

求める人材像
ホスピタリティー /一貫性/リーダーシップ/
チームワーク/責任感/行動力/コミュニケーショ
ン力がある方

'’お客様の喜びが私の喜び’’と感じて行動が出来
る人
人のためになることをしたいと思っている人
相手の立場になって行動できる人
人の気持ちを考えて行動するという感性を持っ
ている人
スキルアップしてプロのホテリエを目指そうと
思っている人

掲載就職サイト 自社ホームページ 自社ホームページ
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全
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株式会社南西楽園リゾート 株式会社西鉄ホテルズ 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

シギラセブンマイルズリゾート（ザ シギラ／シギラベイ
サイドスイートアラマンダ／ホテルブリーズベイマリー
ナ／ウェルネスヴィラ ブリッサ／アラマンダ インギャ
ーコーラルヴィレッジ／ブリーズベイ オーシャン／ホ
テルシギラミラージュ）

西鉄グランドホテル
ソラリア西鉄ホテル
西鉄ホテルクルーム

西鉄イン

ホテル名

沖縄県宮古島市上野字宮国775-1 福岡県福岡市中央区天神1-16-1
西鉄イン福岡2階 本社所在地

沖縄県宮古島市上野字宮国周辺 福岡、東京、大阪、京都、名古屋、高知、
大分、鹿児島、那覇、札幌（2021年開業） 施設所在地

0980-76-3450 092-713-5763 ホテル代表番号
https://www.nanseirakuen.com https://nnr-h.com/ ホテルホームページURL

1993年7月1日 1969年4月21日 開業年月日
100,000,000円 30,000,000円 資本金

代表取締役　髙橋 洋二 代表取締役社長　金子 新 代表者名
767人 1,060人 社員数
987室 約4,500室 客室数

リゾートホテル シティホテル、宿泊主体型ホテル、
宿泊主体型アップグレードホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

85人
53人 17人 2人 1人 5人

83人
17人 24人 13人 1人 19人

留2人 留4人 留- 留1人 留- 留2人 留7人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
89人

59人 15人 9人 4人 1人
91人

45人 14人 12人 6人 12人
留1人 留- 留- 留- 留- 留2人 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載100人 45人 20人 25人 5人 5人 67人 16人 20人 15人 1人 15人

176,400円 175,500円～ 初任給　４大

167,300円 165,500円～ 初任給　専・短

2年制167,300円　1年制160,400円 2年制170,000円 / 1年制165,000円 初任給　調理

158,100円 161,500円～ 初任給　高校

107日 103日 休日

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、
確定拠出年金制度、社員寮完備（個室・エアコン・
テレビ・冷蔵庫・ベッド等　完備）、従業員食堂あ
り、自社施設（ホテル・レストラン・レジャー施設）
の利用割引制度あり

各種社会保険完備、年次有給休暇、慶弔特別休暇、
育児休業制度、介護休業制度、健康診断、各種研
修制度、社内レクリエーション、部活動、西鉄グ
ループ割引

福利厚生

マイナビ、リクナビよりエントリー 就職サイト、学校経由 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日予定 2021年度エントリー 開始予定
東京人事総務
03-5786-7394

人材戦略部
092-713-5763

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、面接、適正検査、
グループディスカッション 書類、筆記試験、適性検査、面接、作文 2021年度予定選考項目

●沖縄県の宮古島という世界有数のリゾート地で、お
客様に最高のリゾートステイを満喫していただくこ
とに情熱を注げる方
●250万坪におよぶ広大な敷地に建つ、7つのホテル、
23のレストラン、ショップやレジャー施設など幅広い
職場で常にチャレンジ精神を持って仕事に取り組め
る方
●自らリゾートでの生活を楽しみ、そこで得たものを
お客様に提供できる方

・「人と接する事が好き」だけでなく、常にお客様
の立場に立って話を聴き、自分にできるおもて
なしは何かを考えることができる人

・チームワークとコミュニケーションを大切に
し、周囲の人とともに成長・発展できる人

・現状に甘んじることなく学び続け、自ら進化し
ようとする人

求める人材像

マイナビ、リクナビ 自社ホームページ、マイナビ 掲載就職サイト
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本社名 ニセコビレッジ株式会社 日本ヒルトン株式会社

ホテル名 ヒルトンニセコビレッジ ヒルトン東京

本社所在地 北海道虻田郡ニセコ町東山温泉 東京都新宿区西新宿6-6-2

施設所在地 同上 東京都新宿区西新宿6-6-2

ホテル代表番号 0136-44-1111 03-3344-5111
ホテルホームページURL https://hiltonhotels.jp/hotel/hokkaido/hilton-niseko-village https://www.hiltontokyo.jp/

開業年月日 2008年7月1日 1963年6月20日
資本金 非公開 4,145,000,000円

代表者名 総支配人   ファビオ  ベルト 尾﨑 勝
社員数 170 人 約640人（パートタイマー含む）
客室数 506 室 825室

ホテル業態 リゾートホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

9人
1人 -  - 1人 -

25人
6人 15人 4人 - -

7留 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

3人
2人 -  -  - -

17人
4人 8人 5人 - -

留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
16人 5人 5人 4人 2人 - 20人 - - - - -

初任給　４大 175,000円 180,000円

初任給　専・短 170,000円 180,000円

初任給　調理 170,000円 180,000円

初任給　高校 165,000円 180,000円

休日 108日 119日

福利厚生

国内、海外のグループホテルを特別料金（宿泊／
レストラン）で利用可能・各種社会保険完備・勤務
内食事提供・有給休暇、慶弔休暇、病気休暇、妊娠
休暇、父親の産前産後休暇、看護休暇など各種有
給休暇制度有・産前産後休暇・育児休暇・育児時短
勤務・社員寮、スキー・ゴルフを特別価格利用可能

賞与年２回、昇給年１回、社会保険完備、交通費
規定支給、グループホテル宿泊・レストラン利用
に際し、割引制度あり。食事（１勤務に付き２食
まで無料支給）、語学トレーニング、傷病休暇、結
婚休暇、配偶者分娩休暇、妊娠時通院休暇、子の
看護休暇、忌引休暇

応募方法 niseko_recruitment@hilton.com -
2020年度エントリー開始実績 随時 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 随時 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事業務部　0136-44-1112 人事業務部　採用担当
03-3342-1394

2021年度予定選考項目 面接、適性検査 （オンライン対応） 書類選考、グループディスカッション、
グループ面接、筆記試験

求める人材像

シーズンを通じて日本語･英語でのお客様とのコ
ミュニケーションができる人材を希望します。
グローバルな仕事に興味のある方、また英語に
携わる仕事に興味のある方、マルチカルチャー
を楽しめる方向きの職場です。

私たちHILTONは一緒に働く仲間を”チームメンバ
ー”と呼んでおります。お客様に特別な体験をご提
供できるよう、チーム一丸となって取り組んでおり
ます。ヒルトン東京 では、このような方を募集い
たします。
●人と接する事が好きな方
●人の喜びが自身の喜びと感じられる方
●自分自身のキャリアに積極的に向き合える方
●チームワークを大切にする方

掲載就職サイト - 自社ホームページ、マイナビ



2021 ホテル業界就職ガイド ｜237｜

全
国
ホ
テ
ル
採
用
情
報

日本ホテル株式会社 株式会社ニュー・オータニ 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

東京ステーションホテル、ホテルメトロポリタン
ホテルメトロポリタンエドモント、

ホテルメトロポリタン丸の内、
JR東日本ホテルメッツ　他

ホテルニューオータニ（東京）
ホテルニューオータニ大阪
ホテルニューオータニ幕張

ホテル名

東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル13階 東京都千代田区紀尾井町4-1 本社所在地

東京都豊島区西池袋1-6-1　他 東京都千代田区紀尾井町4-1 施設所在地

03-5954-1090 03-3265-1111 ホテル代表番号
https://www.nihonhotel.com https://www.newotani.co.jp/ ホテルホームページURL

1981年11月26日 1964年9月1日 開業年月日
4,000,000,000円 3,462,000,000円 資本金

代表取締役社長　里見 雅行 代表取締役社長　大谷 和彦 代表者名
1,400人 1,857人 社員数
5,513室 2,422室 客室数

ラグジュアリーホテル、シティホテル、
ビジネスホテル他 シティホテル、アーバンリゾートホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

152人
39人 55人 27人 6人 25人

135人
30人 51人 21人 21人 12人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
159人

41人 47人 34人 9人 27人
196人

63人 63人 39人 22人 9人
留- 留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載130人 - - - - - 未定 - - - - -

196,200円 196,700円～ 204,600円（地域別） 初任給　４大

180,000円（2年制） 172,100円～ 180,500円（地域別） 初任給　専・短

175,600円（2年制）／ 171,100円（1年制） 2年制：172,100 ～ 177,500円（地域別）
1年制：168,100 ～ 176,500円（地域別） 初任給　調理

169,300円 165,900円～ 174,300円（地域別） 初任給　高校

110日 年間107日（閏年108日） 休日

賞与年2回、交通費（全額）、独身寮（男女）
諸手当（住宅手当/食事手当/家族手当など）
各種保険完備（雇用/労災/健康/厚生年金）
自己啓発支援（資格取得褒章制度/通信教育など）
ＪＲ東日本持株会、自社ホテル割引利用など

社員寮（千葉県市川市）、従業員食堂、各種研修制度
福利厚生制度（リロクラブ）加入、
ホテル施設・グループホテルの割引利用特典あり
従業員用コンビニエンスストアあり

福利厚生

自社HPまたはリクナビよりエントリー 4大・専門・短大：就職サイトよりエントリー／調理：学校による取りまとめ 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

総務部人事グループ新卒採用担当
03-5954-1090

人事総務部　人事課　新卒採用担当
TEL：03-3221-2031、FAX：03-3221-2068

採用担当 
部署・直通電話番号

書類、筆記試験、面接、作文、適性検査 書類選考、筆記試験、適性検査、
面接、グループディスカッション 2021年度予定選考項目

・心からのおもてなしができる人
・自ら考え行動できる人
・夢の実現に向けて努力できる人
私たち日本ホテルは、JR東日本グループとして首都
圏を中心に30以上のホテルを運営しています。
東京ステーションホテルをはじめ、メトロポリタンブ
ランドのホテルや宿泊特化型のJR東日本ホテルメッ
ツなど、特徴の異なるホテルを展開しており、幅広い
業務に携わることができます。

～「世界と日本」「人と人」との架け橋となるホテル～
半世紀を超える歴史の中で、今まで培った「伝統」を土台に、常
に新しくあり続けるホテルニューオータニ。世界に通用するお
もてなしを提供する「ホテル」として、真の観光立国を支える「企
業」として、今後さらなる「進化」を目指してまいります。

●伝統を活かし、探究心を持って常に新しい挑戦や提案ができ
る方。

●「ホテル」として、そして「企業」として、ホテルを自ら創り上げ、
顧客満足と収益の最大化を目指していくことができる方。

●どんなことも前向きに捉え、チームワークを大切にする方。

求める人材像

自社ホームページ、リクナビ リクナビ・ブンナビ・自社HP 掲載就職サイト
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本社名 株式会社NESTA RESORT 野村不動産ホテルズ株式会社

ホテル名 NESTA RESORT KOBE NOHGA HOTEL
（上野・秋葉原・京都）

本社所在地 兵庫県三木市細川町垂穂894-60 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

施設所在地 兵庫県三木市細川町垂穂894-60 東京都台東区東上野2丁目21-10

ホテル代表番号 0794-83-5000 03-6284-2416
ホテルホームページURL https://nesta.co.jp/ https://nohgahotel.com/ueno/

開業年月日 2016年7月1日 2017年10月17日
資本金 10,000,000円 100,000,000円

代表者名 代表取締役　延田 久弐生 代表取締役社長　青木 秀友
社員数 140人 54人
客室数 109室 約460室

ホテル業態 リゾートホテル コンセプトホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

4人
- - 2人 - 2人

7人
1人 3人 3人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

11人
4人 5人 2人 - -

10人
5人 5人 - - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
20人 5人 5人 5人 - 5人 17人 7人 8人 2人 - -

初任給　４大 180,000円 200,000円

初任給　専・短 170,000円 180,000円（２年制卒）、170,000円（1年制卒）

初任給　調理 180,000円 180,000円（２年制卒）、170,000円（1年制卒）

初任給　高校 160,000円 -

休日 96日　　月7日～ 9日の間でシフト制
年間変形休日制 111日

福利厚生 退職金、制服貸与、社員寮あり
各種ホットライン制度（産業カウンセラー常駐）

・賞与年２回・団体保険・食事手当・年末年始手当・入社祝
金・家族手当・確定拠出型年金

・地域調査費（地域の魅力をより知っていただくため、近
隣のお店の利用費補助があります）

・資格取得支援
（食・お酒・語学など、サービススキル向上につながる合格

手当を支給、または受験料を一部～全額補助いたします）
応募方法 マイナビ・下記連絡先まで直接連絡 自社ホームページに記載

2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事部採用教育課　原田
06-6213-6007 管理部　採用担当　03-6284-2416

2021年度予定選考項目 1次面接・最終面接 書類、面接、適性検査

求める人材像

■人を楽しませたり、喜ばせることが好きな方
■常に前向きに学び、新しいことに挑戦してい

ける方
■誠実な対応やおもてなしの心を大切にできる方
■夢や目標を持って仕事に取り組める方
■リゾートやエンターテインメント業界で活躍
したい方

当社の定める４つのコアバリューを大切にしながら、
ゲストの心に残り続ける瞬間を実現できる方。

・Thoughtfulness（心くばり）　・Teamwork（チームワ
ーク） ・Passion（情熱） ・Explore（探求心）
仲間のことを思いやりながら、チームワークを大切に
して物事に取り組んできた方。
情熱を持ってチャレンジしてきた方。そして、好きな
ことに対して探求心を持って向き合ってきた方。
私たちと一緒に楽しみながら挑戦し、成長していきま
せんか？お待ちしています！

掲載就職サイト マイナビ マイナビ
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株式会社はいむるぶし 函館湯の川ホテル株式会社
（オリックスグループ） 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

はいむるぶし 函館・湯の川温泉 ホテル万惣 ホテル名

沖縄県八重山郡竹富町小浜2930 東京都港区浜松町2-3-1 本社所在地

同上 北海道函館市湯川町1-15-3 施設所在地

0980-85-3111 03-6414-7263 ホテル代表番号
https://www.haimurubushi.co.jp/ https://www.banso.co.jp/ ホテルホームページURL

1979年7月15日 2015年9月（会社設立） 開業年月日
200,000,000円 50,000,000円 資本金

代表取締役社長　渥美 真次 似内 隆晃 代表者名
180人 70人　※2019/10/1時点 社員数
148室 86室 客室数

リゾートホテル 旅館 ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

13人
5人 7人 1人 - -

-
- - - - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
9人

1人 7人 1人 - - -
※2019/10/30

現時点

- - - - -
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載10人 5人 4人 1人 - - 未定 - - - - -

- 167,000円　※2019年度実績 初任給　４大

- 158,000円　※2019年度実績 初任給　専・短

- 158,000円　※2019年度実績 初任給　調理

- 147,000円　※2019年度実績 初任給　高校

100日 108日 休日

個室独身寮　男女別棟　寮費：6,500円～月（光熱
費・自治会費含む）従業員食堂　料金：昼食・夕食
は各350円　喫食数に応じてまとめて徴収　宿泊
等施設利用割引、ダイビング等アクティビティ利
用割引、親睦パーティー、社内イベント（会社主
催のスノーケルツアー等）、クラブ活動（SUPクラ
ブ・三線クラブ・エイサークラブ　等）

各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
退職金制度、制服貸与、交通費支給（社内規定に
よる）
階層別研修制度（合同新入社員研修、フォローア
ップ研修等）
定期健康診断、従業員食堂　など

福利厚生

リクナビ2021・自社HPよりエントリー マイナビよりエントリーまたは学校経由応募 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定
管理課　総務
0980-85-3111

管理部
0138-57-5061

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、適性検査、面接（各都市、ホテル現地） 書類、面接、適性検査 2021年度予定選考項目

お客様を大切な友人や家族を迎えるかのようにお
もてなしができる人。はいむるぶしに宿泊するお
客様の目的の一つは顔なじみのスタッフと再会す
ること。お客様との距離の近さが、はいむるぶし
の特徴の一つです。スタッフ全員がお客様との会
話を楽しみ、同じ体験・感動を共有することで、素
晴らしい滞在をプロデュースしていきます。島を
満喫する自信がある方は、是非ご応募ください。

オリックスグループが運営する宿泊施設として、“また行
きたい、と思っていただける場所。” を提供していきた
いと考えています。
函館の美味しい料理と温泉、そしてスタッフの真心溢
れるおもてなしで、お客さまの楽しいひとときを、一緒
に演出していきましょう。
＜こんな方が当社で活躍しています！＞
・元気よくお客さまに接客ができる方
・人への配慮と思いやりがある方
・チームワークを大切にできる方

求める人材像

リクナビ2021 マイナビ 掲載就職サイト
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本社名 株式会社パレスエンタープライズ 株式会社パレスホテル

ホテル名 パレスホテル大宮、パレスホテル立川 パレスホテル東京

本社所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 東京都千代田区丸の内1‐1‐1

施設所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 東京都千代田区丸の内1‐1‐1

ホテル代表番号 048-647-3300 03-3211-5211
ホテルホームページURL http//www.palace-omiya.co.jp https://www.palacehoteltokyo.com/

開業年月日 1988年4月14日 1961年10月1日
資本金 100,000,000円 1,000,000,000円

代表者名 代表取締役社長　海保 邦男 取締役社長　荒牧 幹人
社員数 250人 810人
客室数 442室 290室

ホテル業態 コミュニティホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

35人
4人 9人 6人 2人 14人

62人
18人 23人 14人 6人 1人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

36人
3人 9人 7人 1人 16人

96人
29人 36人 11人 9人 4人

留- 留- 留- 留- 留- 留2人 留5人 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
35人 6人 8人 7人 1人 13人 70人 20人 25人 15人 8人 2人

初任給　４大 194,000円 206,600円

初任給　専・短 176,000円 182,160円

初任給　調理 176,000円 177,420円

初任給　高校 169,000円 170,190円

休日 108日 110日

福利厚生

社会保険完備、退職金制度、財形貯蓄制度、育児
休業制度、従業員食堂（１食220円）、法人契約の
フィットネスクラブ、㈱リロクラブ「福利厚生俱
楽部」、従業員互助会等

社会保険(健康、厚生年金、介護、労働)、財形貯蓄
制度、団体生命保険、退職金制度、確定拠出年金
制度、育児･介護休業制度、育児･介護時時短勤務
制度、従業員食堂、食事手当、医務室、社員寮、従
業員互助会懇親会、クラブ活動、福利厚生倶楽部(
リロクラブ)加入、従業員割引、各種研修制度 他

応募方法 マイナビよりエントリー受付 マイナビ2021よりエントリー受付 (専門学校生:学校によるとりまとめ)
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

総務人事係
048-647-3415 ヒューマンリソース部 人材開発課 03-3211-5246

2021年度予定選考項目 書類選考、筆記試験、適性検査、面接 書類選考、面接、グループディスカッション 予定

求める人材像
地域密着型コミュニティホテルを運営している
当社は、ホスピタリティマインドに溢れ、チャレ
ンジ精神旺盛な方を求めています。

●パレスホテルで働く自分の姿や今後のキャリ
アがイメージできる人。●周囲の人や物に常に
興味関心を抱いて接することが出来る人。
●自ら目標や楽しみを見つけて行動し、周囲を
活気づけることの出来る人。●流行に敏感で、
変化を楽しむことができるクリエイティブな人。
●英語をはじめとする外国語力の研鑽に意欲的
な人。

掲載就職サイト マイナビ 自社ホームページ、マイナビ、ブンナビ
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PHR沖縄ホテルマネジメント株式会社 株式会社PHG大阪マネジメント 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄
（プレミアホテルグループ）

プレミアホテル-CABIN-大阪
(プレミアホテルグループ) ホテル名

東京都港区西麻布1-2-7 東京都港区西麻布1-2-7 本社所在地

沖縄県那覇市牧志3-6-20 大阪府大阪市北区南森町1丁目3番19号 施設所在地

098-866-8888 06-6363-1201 ホテル代表番号
https://premierhotel-group.com/okinawahyatt/ https://cabin.premierhotel-group.com/osaka/ ホテルホームページURL

2015年7月2日 2004年8月10日 開業年月日
50,000,000円 10,000,000円 資本金

代表取締役社長　佐藤 健人 代表取締役社長　吉野 速人 代表者名
234人 50人 社員数
294室 240室 客室数

シティリゾート ビジネスホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

16人
- 3人 7人 - 6人

6人
1人 1人 3人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
12人

4人 2人 5人 - 1人
7人

- 5人 - - -
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留2人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載20人 5人 5人 8人 - 2人 8人 3人 3人 2人 - -

175,200円（別途詳細あり） 201,100円（別途詳細あり） 初任給　４大

167,200円（別途詳細あり） 194,400円（別途詳細あり） 初任給　専・短

177,200円（別途詳細あり） 2年制194,400円、1年制191,000円（別途詳細あり） 初任給　調理

159,100円（別途詳細あり） - 初任給　高校

105日 105日 休日

賞与（年2回）、定期昇給、住宅補助制度（規定あ
り）、各種社保完備、食事補助制度、時間外手当、
深夜手当、年次有給休暇、慶弔休暇、産前/産後休
暇、育児休業、介護休業、通勤手当（上限あり）、
制服貸与、グループホテル宿泊・レストラン従業
員割引制度、語学資格手当、語学研修制度

各種社会保険、出産・育児・介護休暇、
慶弔見舞金、制服貸与、
社員報奨制度有（年間）、
グループホテル優待割引

福利厚生

マイナビよりエントリー 公式HPよりエントリー 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

人財開発課　仲宗根（なかそね）・檜山（ひやま）　
098-866-8888

管理部　総務人事
06-6363-1661

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、WEBテスト（SPI3：学力検査なし）、
面接（沖縄県外在住の方はWEB面接対応） 書類選考、面接、筆記試験 2021年度予定選考項目

大切にしていることは“Connect”

○人と話すことが好き！
○「ありがとう」という言葉にやりがいを感じる
○人に喜んでもらうことが好き！

仕事を通して自分を成長させたい、色々なことにチ
ャレンジしてみたいという方をお待ちしています！

ホテル業界を変えていきたい。自分自身を改革
していきたい。PHGの一員としてお客様に最高
のサービスを提供したい。と高い志を持ってい
る方を歓迎いたします。

求める人材像

マイナビ、アグレ新卒、りゅうナビ、ルーキーナビ CareerMap 掲載就職サイト
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本社名 株式会社PHG京都山科マネジメント 株式会社PHG函館マネジメント

ホテル名 京都山科 ホテル山楽
（プレミアホテルグループ）

フォーポイントバイシェラトン函館
（プレミアホテルグループ）

本社所在地 東京都港区西麻布1-2-7 東京都港区西麻布1-2-7

施設所在地 京都府京都市山科区安朱桟敷町23番地 北海道函館市若松町14-10

ホテル代表番号 075-502-1111 0138-22-0111
ホテルホームページURL https://sanraku.premierhotel-group.com/kyoto/ https://premierhotel-group.com/hakodate/

開業年月日 2018年11月2日 2016年9月1日
資本金 30,000,000円 50,000,000円

代表者名 代表取締役社長　野村 裕幸 代表取締役社長　野村 裕幸
社員数 約 80 人 130人（パートタイマー含む）
客室数 100 室 199室

ホテル業態 シティホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

-
- - - - -

6人
- - 2人 - 4人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

16人
4人 3人 5人 4人 -

4人
- 1人 - - 3人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
10 人 3人 2人 3人 2人 - 10人 2人 3人 - - 5人

初任給　４大 186,000円（別途詳細あり） 186,000円（別途詳細あり）

初任給　専・短 179,200円（別途詳細あり） 178,000円（別途詳細あり）

初任給　調理 179,200円（別途詳細あり） 2年制178,000円　1年制174,000円（別途詳細あり）

初任給　高校 - 170,000円（別途詳細あり）

休日 105日 105日

福利厚生

交通費（上限あり）、時間外手当、深夜割増手当、
社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）、　         
制服貸与、年次有給休暇、慶弔特別休暇、　　　
グループホテル従業員特別価格での利用可、
社員報奨制度有（年間）

☆社会保険完備
☆交通費支給（上限25,000円/月）
☆車通勤ＯＫ
☆有給休暇、育休、産休制度（実績あり）
☆表彰制度あり
☆社員食堂あり（1食300円）

応募方法 自社採用HPまたは就職サイトより受付 直通電話にお電話ください
2020年度エントリー開始実績 随時受付 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事総務　075-502-1111 管理部 人事課　水野・横平
0138-27-8216

2021年度予定選考項目 書類選考、適性検査、面接 書類選考・面接・適正検査

求める人材像

京都は世界有数の観光地として、国内外より多
くのお客様をお迎えしています。私たちは京都
を訪れるお客様に、京の東の玄関口にあり、多く
の歴史的遺構や世界遺産、自然豊かな山科魅力
に「山楽ブランド」を加味し、お客様の印象に残
るホテルを作り上げていきたいと考えています。
ホテルの仕事を通じて、隠れた京都「山科」の魅
力を一緒に発信していただける方を歓迎します。

＊おもてなしの心を持ち、笑顔で明るくお客様
   と接することのできる方
＊協調性を持ち合わせ、様々な業務を仲間と
   共に取り組める方

掲載就職サイト 自社採用HP、就職サイト 未定
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全
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ホ
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採
用
情
報

株式会社PHG横浜マネジメント ヒューリックホテルマネジメント株式会社 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ハイアット リージェンシー 横浜
（プレミアホテルグループ）

ザ・ゲートホテル by HULIC
（雷門・東京）

（2020年OPEN 京都高瀬川・両国）
ホテル名

東京都港区西麻布1-2-7 東京都中央区日本橋大伝馬町7-3 本社所在地

神奈川県横浜市中区山下町280番2
雷門：東京都台東区雷門2-16-11

東京：東京都千代田区有楽町2-2-3
京都高瀬川：京都府京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町310-2

両国：東京都墨田区横網1丁目2番15号
施設所在地

-            雷門 03-5826-3877 東京 03-6263-8233 ホテル代表番号
https://recruit.hyattregencyyokohama.jp/ https://www.gate-hotel.jp/ ホテルホームページURL

2020年春 2011年4月1日 開業年月日
30,000,000円 800,000,000円 資本金

代表取締役社長　齋藤 孝司 千葉 雅彦 代表者名
150人 110人 社員数
315室 雷門 134室　東京 164室　京都高瀬川 184室予定　両国 126室予定 客室数

シティホテル ライフスタイル型ホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

15人
7人 8人 - - -

14人
2人 10人 1人 1人 -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
57人

9人 34人 5人 9人 -
68人

20人 41人 6人 1人 -
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載30人 10人 10人 10人 - - 30人 10人 10人 10人 - -

213,100円　※別途詳細あり 206,000円 初任給　４大

206,400円　※別途詳細あり 206,000円 初任給　専・短

206,400円　※別途詳細あり 206,000円 初任給　調理

- - 初任給　高校

年間休日105日 105日
その他有給休暇、特別休暇等 休日

社会保険完備、通勤手当（細則有り）、
時間外手当、深夜手当、従業員食堂有り、
慶弔金、定期健康診断

定期健康診断、JTBえらべる倶楽部、総合福祉団
体定期保険、レストラン利用優待、資格支援制度、
外部研修制度、独身寮（東京エリアのみ、規定あ
り）、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、
育児休暇制度、育児時短勤務制度

福利厚生

自社採用HP及び「マイナビ」よりエントリー受付（予定） 公式HP・マイナビよりエントリー 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

ハイアットリージェンシー横浜　採用担当
03-5413-8582

管理部　採用担当
03-6263-8234

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、WEBテスト、面接（複数回） 書類選考、面接（2回）、適性検査 2021年度予定選考項目

当社は「チャレンジしたい」と手をあげた人にチャン
スを与え、想いを実現していくためのサポートを全力
で行っていきます。失敗を恐れず、新しいことにどん
どん挑戦してください。
■様々な仕事にチャレンジし、ビジネスパーソンとし
てのスキルを高めたい方
■新しいことに挑戦する向上心と意欲の高い方
■情熱を持って仕事に取り組める方
■専門的な知識を身に付けたい方
■自身のキャリアを築きたい方

一つのことにだけに囚われず、色々なことにチ
ャレンジできるステージを用意しています。新
たな自分探しをしたい方!!ぜひお待ちしていま
す。

求める人材像

自社採用HP、マイナビ https://www.rh-navi.jp/recruit_pack/hulic-hotel/index 掲載就職サイト
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本社名 株式会社ひらまつ フェニックスリゾート株式会社

ホテル名
■THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島・熱海・仙石原・宜野座
■オーベルジュ・ド・ぷれざんす 桜井
■THE HIRAMATSU 京都（2020年3月）
■THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 軽井沢御代田（2020年7月予定）

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
ラグゼ 一ツ葉

コテージ・ヒムカ
（フェニックス・シーガイア・リゾート）

本社所在地 東京都渋谷区恵比寿4-17-3
カゲオカビル5階 宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083番地

施設所在地
【賢島】三重県志摩市阿児町鵜方3618-52　【熱海】 静岡県熱海市熱海1993-237
【仙石原】神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-337　【宜野座】沖縄県国頭郡宜野座村字松田1425　
【桜井】 奈良県桜井市高家2217　

2020年開業予定【京都】 京都府京都市中京区室町通三条上る役行者町361【軽井沢】長野県北佐久郡御代田町
宮崎県宮崎市山崎町浜山

ホテル代表番号 【賢島】 0599-65-7001　【熱海】 0557-52-3301　【仙石原】0460-83-8981
【宜野座】098-968-5600　【桜井】 0744-49-0880

2020年開業予定のホテルは採用担当に直接お問合せください。 0985-21-1111
ホテルホームページURL 公式サイト　https://www.hiramatsuhotels.com/

グローバルサイト　https://global.hiramatsuhotels.com/ https://seagaia.co.jp/
開業年月日 1982年4月8日 1988年12月17日

資本金 1,213,000,000円 93,380,000円
代表者名 陣内 孝也 代表取締役　松永 裕文

社員数 602人（2019年3月現在） 750人
客室数 【賢島】8室 【熱海】13室 【仙石原】20室 【宜野座】19室 【桜井】9室

2020年開業予定【京都】29室 【軽井沢】37室 950室

ホテル業態 スモールラグジュアリー リゾートホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

68人
- 29人 36人 - 3人

23人
11人 3人 2人 - 6人

留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

127人
22人 54人 43人 - 7人

16人
4人 5人 5人 - 2人

留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
120人 20人 50人 45人 - 5人 35人 - - - - -

初任給　４大 203,000円 170,000円

初任給　専・短 176,000円 145,000円

初任給　調理 176,000円 145,000円

初任給　高校 176,000円 140,000円

休日 105日
その他に季節休暇10日、有休（初年度10日）、特別有休休暇 96日

福利厚生

健康保険/厚生年金/雇用保険/労災保険/
育児休職制度/育児時短勤務制度/
育児補助制度/慶弔見舞金制度/互助会制度/
社員持株会/ソムリエ試験資格取得補助制度/
海外旅行補助制度/家族手当/社員割引制度

各種社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保
険、労災保険）、退職金制度（2年以上）、財形貯蓄、
従業員持株会、団体生命保険、育児休暇・短時間
制度、介護休暇・短時間制度、従業員食堂、独身寮、
シーガイア施設従業員割引・家族割引、国内外マ
リオット系列ホテル宿泊割引

応募方法 リクナビ2021よりエントリー／専門学校生は学校経由のお申込みも可 マイナビよりエントリー、もしくは直接担当へお問合せください。
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事総務部　採用グループ
03-5793-8811

人財開発部採用課
0985-21-1124

2021年度予定選考項目 書類選考、面接、レポート作成など 書類選考、SPI、筆記試験（作文、一般常識）、面接

求める人材像

大切な人と同じ価値観を共有できるかけがえのない時間は、
最高に幸せで、喜びに満ち溢れていてほしい。私たちは、そ
の空間を用意し、美味しい料理を作り、真心をこめたサービ
スで、今、目の前にいる人に『幸せの時間』を提供しています。
その幸せの追求のために努力を惜しまない人こそがプロフ
ェッショナルではないでしょうか。私たちは、あなたらしく
活躍できるフィールドでプロフェッショナルと呼ばれるそ
の日まで一緒に駆け抜けてくれる仲間を募集しています。

弊社は「フェニックス・シーガイア・リゾート」という宮崎の
リゾートを開発、運営する会社です。
宿泊施設、ゴルフ場、最大5,000名収容のコンベンションセ
ンター等の施設を有し、様々な職種があります。

「感動体験を創造し続け、お客様を元気にする」理念のもと、
・創造する力、提案する力
・チームワークを発揮する為の共感力
・情熱を持ってお客様をお迎えするおもてなしの心
・自身をリードする力
を持つ人財を求めます。

掲載就職サイト https://www.hiramatsu.co.jp/recruit/ -
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藤田観光株式会社 富士屋ホテル株式会社 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ホテル椿山荘東京
東京ベイ有明ワシントンホテル

ホテルグレイスリー新宿
箱根小涌園 天悠　他

富士屋ホテル・湯本富士屋ホテル
箱根ホテル・富士ビューホテル

大阪富士屋ホテル・フルーツパーク富士屋ホテル
ホテル名

東京都文京区関口2-10-8 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359 本社所在地

施設毎に異なる 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359
神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1　等 施設所在地

（人事直通）03-5981-7720 0460-82-2211 ホテル代表番号
https://www.fujita-kanko.co.jp/ https://www.fujiyahotel.jp/ ホテルホームページURL

1955年11月7日 1878（明治11）年7月15日 開業年月日
12,081,592,677円 50,000,000円 資本金

代表取締役社長　伊勢 宜弘 代表取締役社長　 勝俣 伸 代表者名
1,515人（2018年12月31日現在） 948人 社員数

13,190室（新規開業予定1拠点含む） 611室 客室数

ラグジュアリー、宿泊特化、旅館、グランピング　等 リゾートホテル・ビジネスホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

64人
25人 7人 5人 4人 16人

32人
3人 10人 8人 2人 9人

留5人 留1人 留- 留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
50人

16人 7人 4人 4人 13人
67人

9人 24人 16人 5人 8人
留5人 留1人 留- 留- 留- 留- 留5人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 55人 10人 20人 18人 2人 5人

193,506円【東京地区標準】 200,000円 初任給　４大

175,471円【東京地区標準】 186,000円 初任給　専・短

2年制175,471円　1年制169.472円【東京地区標準】 2年制186,000円　1年制183,000円 初任給　調理

167,735円【東京地区標準】 180,000円 初任給　高校

110日 104日 休日

各種社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保
険、労災保険)、生命保険団体扱い、退職金制度、
自社施設の利用割引制度、レジャー施設の利用割
引制度、通信教育・資格取得奨励制度、財形貯蓄、
社員持株会、独身寮（東京、箱根、大阪）

・独身寮（12,000円～）、社宅　有
・ご家族様施設無料ご招待（初年度1度に限り）
・リゾート施設の社員割引制度
　（宿泊、レストラン、結婚式、物販等）

・健康、厚生、雇用、労災の各保険に加入
・企業主導型保育園　有

福利厚生

自社採用HP、マイナビ、キャリタスよりエントリー マイナビ2021よりエントリー 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

人事グループ　採用・教育担当
03-5981-7720

総務部　総務・人事課
0460-82-2219

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、動画選考、論文、面接 面接・筆記試験・適性検査 2021年度予定選考項目

●「いつも、ありがとうのいちばん近くに。」を体現する想
いを持ちつつ、多様化する価値観を受け入れ、多岐に渡
る事業の拡大・成長を共に目指すことができる方。
藤田観光はホテルに限らず、旅館や婚礼、レジャーなど、
多岐に渡る事業を展開しています。私たちの仕事は“おも
てなしの心”を体現する「サービス」であり、同時に会社の
経営・運営などに関わる「ビジネス」で成り立っています。
接客や調理はもちろん、経営・マーケティング・企画・法
律・国際事業など、幅広い職種で活躍できるフィールドが
あります。

当社は、今日に至るまで140年以上という永きに亘
り日本のリゾートホテルの草分けとして国内外の
著名人をはじめ、多くの方々にご利用いただいて
おります。積み重ねてきた時間とともに、多くの
方々の記憶や想いが富士屋ホテルには詰まってい
ます。「至誠（このうえなく誠実であること）」という
社是のもと、新たな歴史の1ページへ一緒に足跡を
残したいと思う方を、心よりお持ちしております。

求める人材像

- マイナビ2021・自社ホームページ 掲載就職サイト
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企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

本社名 ブルーウェーブ株式会社
（オリックスグループ） 株式会社プレミア門司港ホテルマネジメント

ホテル名

ホテルJALシティ羽田東京、ハンドレッドステイ東京新
宿、箱根・芦ノ湖 はなをり、クロス・ウェーブ府中、クロス・
ウェーブ船橋、クロス・ウェーブ幕張、クロス・ウェーブ
梅田　※2020年秋開業予定／箱根強羅温泉旅館(仮称)

プレミアホテル 門司港
（プレミアホテルグループ）

本社所在地 東京都港区浜松町2-3-1 東京都港区西麻布1-2-7

施設所在地
【ホテルJALシティ羽田】東京東京都大田区羽田旭町4-11【ハンドレッドステイ東京新宿】東京都新宿区百人町2-27-7【箱

根・芦ノ湖 はなをり】神奈川県足柄下郡箱根町元箱根桃源台160【箱根強羅温泉旅館(仮称) ※2020年秋開業予定】神
奈川県箱根町強羅1300-8 他【クロス・ウェーブ府中】東京都府中市日鋼町1-40【クロス・ウェーブ船橋】千葉県船橋市本
町2丁目9-3【クロス・ウェーブ幕張】千葉県千葉市美浜区中瀬1-3【クロス・ウェーブ梅田】大阪府大阪市北区神山町1-12

福岡県北九州市門司区港町9-11

ホテル代表番号 03-5776-3421 093-321-1111
ホテルホームページURL https://www.orix.co.jp/bluewave/ https://premierhotel-group.com/mojikohotel/

開業年月日 1997年1月（会社設立） 2005年1月7日
資本金 10,000,000円 50,000,000円

代表者名 似内 隆晃 代表取締役社長　吉野 速人
社員数 342人　※2019/10/1時点 76人
客室数 1,400室 162室

ホテル業態 ビジネスホテル、サービスアパートメント、
旅館、宿泊型研修施設 シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

24人
17人 3人 2人 - -

10人
1人 3人 4人 - 2人

留1人 留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
32人

※2019/10/1
時点

22人 3人 3人 - -
2人

1人 - - - 1人
留1人 留3人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 6人 2人 2人 1人 - 1人

初任給　４大 185,600円　※2019年度実績 175,400円（詳細は公式HPの採用ページをご参照下さい）

初任給　専・短 176,000円（2年制）、175,400円（1年制）　※2019年度実績 167,600円（詳細は公式HPの採用ページをご参照下さい）

初任給　調理 176,000円（2年制）、175,400円（1年制）　※2019年度実績 167,600円（詳細は公式HPの採用ページをご参照下さい）

初任給　高校 168,800円　※2019年度実績 -

休日 108日 105日

福利厚生

各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
退職金制度、制服貸与、交通費支給（社内規定に
よる）、階層別研修制度（合同新入社員研修、フォ
ローアップ研修等）、定期健康診断、食事補助、社
員寮、従業員食堂（施設による）
グループホテル・旅館割引制度、全国の保養所
ベネフィットステーション　など

社会保険完備、
制服貸与（クリーニング代会社負担）、
ロッカー貸与、交通費支給（上限あり）、
産前産後休暇、結婚・出産祝金支給制度など

応募方法 マイナビよりエントリーまたは学校経由応募 公式HPにエントリー方法掲載
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

運営管理部　運営採用研修課　
03-5776-3434

管理部
093-321-5551

2021年度予定選考項目 書類、面接、適性検査 書類選考（履歴書・エントリーシート）、
面接、ESP検査

求める人材像

オリックスグループが運営する宿泊施設として、
“また行きたい、と思っていただける場所。” を提供
していきたいと考えています。
変化する時代やお客さまのさまざまなご要望にお
応えする『新しい発想』を大切にしています。
＜こんな方が当社で活躍しています！＞

・自ら進んで行動をするチャレンジ精神のある方
・アイデアを形にするのが好きな方
・チームで前向きに物事に取り組める方

創造力、行動力のある方。
コミュニケーション能力は必須となりますが、
自ら考え、自ら行動できる方を求めています。
年齢や役職に関わらず、色々な事に興味、関心を
持ち、チャレンジ精神旺盛な方が活躍出来る職
場環境が整っています。

掲載就職サイト マイナビ 自社ホームページ
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全
国
ホ
テ
ル
採
用
情
報

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク 株式会社ペニンシュラ東京 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
ザ ストリングス表参道 ザ・ペニンシュラ東京 ホテル名

東京都港区海岸1-16-2 東京都千代田区有楽町1-8-1 本社所在地

東京都港区海岸1-16-2
東京都港区北青山3-6-8 東京都千代田区有楽町1-8-1 施設所在地

03-5404-2222 03-6270-2888 ホテル代表番号
https://www.interconti-tokyo.com/

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/ https://www.peninsula.com/ja/tokyo/5-star-luxury-hotel-ginza ホテルホームページURL
1995年9月1日／ 2017年10月1日 2007年9月1日 開業年月日

100,000,000円 10,000,000円 資本金
代表取締役社長　塚田 正之 代表取締役 総支配人　マーク・チューン 代表者名

365人 480人 社員数
330室 314室 客室数

シティホテル シティホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

50人
10人 25人 8人 7人 -

24人
8人 7人 4人 1人 -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留4人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
41人

7人 22人 6人 6人 -
14人

2人 8人 3人 - -
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載40人 10人 20人 6人 4人 - 未定 - - - - -

205,000円 200,000円 初任給　４大

195,000円 200,000円 初任給　専・短

2年制 195,000円／ 1年制 185,000円 200,000円 初任給　調理

- 200,000円 初任給　高校

105日 114日、有給休暇、ライフワークバランス休暇3日 休日

契約保養所、社員割引、共済会加入（レジャー施設割引、
結婚・出産祝い金支給等）、社員食堂完備、仮眠室、制服・
ロッカー貸与、産前産後・育児休暇取得実績あり

◇スタッフの家族も参加可能な社員パーティーを年2回
開催。新入社員歓迎会も予定しています。

社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
通勤手当（月3万円上限）
研修制度（海外研修の機会もあり）
退職金制度（確定拠出年金）加入
団体生命保険加入
従業員食堂利用（無料）
制服貸与（靴は除く）
制服および業務で着用する衣類クリーニング無料
従業員表彰（勤続年数、優秀従業員など）
リロクラブ利用
従業員イベント（誕生日、従業員・家族パーティー）
従業員割引制度（ホテル内レストラン、ベーカリー、スイーツ割引）

福利厚生

自社HPにて告知 自社HPよりエントリー 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定
人事・総務部

03-5404-3941
人材開発部　採用担当

03-6270-2782
採用担当 

部署・直通電話番号

面接、適性検査・WEBテスト 書類選考、面接 (日・英） 2021年度予定選考項目

●ベストホスピタリティーネットワークでキャ
リアを築いていきたい方
●婚礼・宿泊・料飲・営業等の部門でどのようなこ
とをやりたいか明確な目標のある方
●お客様を集客し、売上を作れる方
●常に成長しようとチャレンジを続ける方
●お客様・スタッフ・お取引先などと円滑なコミ
ュニケーションが図れる方

・グローバルな思考を持ち、多様性を受け入れら
れる方

・チーム一丸となって仕事に励み、ともに働く仲
間に思いやりを示すことができる方

・常に新しい取り組みを行い、変化を柔軟に受け
入れられる方

求める人材像

- 自社ホームページ 掲載就職サイト
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企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

本社名 株式会社望水 株式会社ホークスタウン

ホテル名 伊豆北川温泉「望水」 ヒルトン福岡シーホーク

本社所在地 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1126-6 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-3

施設所在地 同上 同上

ホテル代表番号 0557-23-1230 092-844-8111
ホテルホームページURL https://www.bousui.com/ https://www.hiltonfukuokaseahawk.jp/

開業年月日 1958年1月1日 2010年6月1日
資本金 30,000,000円 80,000,000円

代表者名 代表取締役　近藤 純司 総支配人　ジェームス・マーフィー
社員数 70人 520人
客室数 33室 1,053室

ホテル業態 老舗旅館 アーバンリゾートホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

8人
1人 6人 - 1人 -

20人
4人 5人 11人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

3人
- 1人 - 1人 1人

32人
8人 16人 8人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留2人 留11人 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
5人 - - - - - 未定 - - - - -

初任給　４大 185,000円 170,000円

初任給　専・短 185,000円 170,000円

初任給　調理 185,000円 170,000円

初任給　高校 175,000円 -

休日 91日 120日

福利厚生 社会保険：健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保
険、独身寮・社宅あり

FCF、sick leave：傷病休暇（年12日付与）、GLTD（団
体長期障害所得補償保険）、Go Hilton（ヒルトン
グループ利用割引制度）　等

応募方法 公式サイトよりエントリー メールにてエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

総務・人事 　0557-23-1230 人事部　採用担当
092-844-7810

2021年度予定選考項目 書類選考、適性検査、面接、
グループディスカッション

書類選考、面接、グループディスカッション、
調理実技　等

求める人材像

想い出つくりのブランドを一緒に築いてくださ
るメンバーに求めることは、特別な経験や技術
ではありません。新しい環境、新しい出会い、新
しい価値観 にバリアをはらない、素直でゆたか
な心を持った、 仲間や家族を大切にする方です。

WE ARE HILTON WE ARE HOSPITALITY
私たちはヒルトン 私たちこそおもてなし
世界で最も温かいおもてなしを提供する企業です。 
お客様に心のこもった体験を、チームメンバーに有意
義な機会を、オーナーの皆さまに高い価値を、そしてコ
ミュニティにプラスの影響を届けることで、私たちはこ
れを実現します。 
Hiltonが求めている価値観を持った方、そして企業理念
に共感し、当社のミッションを一緒に達成して頂ける方
に是非、応募をしていただきたいと思っています。

掲載就職サイト 自社ホームページ 自社HP
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全
国
ホ
テ
ル
採
用
情
報

株式会社ホテル一井 株式会社ホテルオークラ神戸 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

草津温泉ホテル一井 ホテルオークラ神戸 ホテル名

群馬県吾妻郡草津町大字草津411 兵庫県神戸市中央区波止場町2番1号 本社所在地

同上 同上 施設所在地

0279-88-0011 078-333-0111 ホテル代表番号
http://www.hotel-ichii.co.jp/ https://www.kobe.hotelokura.co.jp/ ホテルホームページURL

1950年8月23日 1989年6月22日 開業年月日
15,000,000円 50,000,000円 資本金

市川 忍 代表取締役社長　石垣 聡 代表者名
120人 330人 社員数
124室 475室 客室数

旅館業 シティホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

11人
3人 1人 - - 5人

38人
4人 9人 11人 1人 10人

留- 留2人 留- 留- 留- 留1人 留2人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
12人

4人 1人 - - 7人
43人

6人 9人 14人 3人 9人
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留2人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載11人 3人 2人 2人 - 4人 未定　 - - - - -

192,000円 185,500円 初任給　４大

180,000円 2年制167,400円　1年制159,500円 初任給　専・短

180,000円 2年制167,400円　1年制159,500円 初任給　調理

170,000円 156,000円 初任給　高校

101日以上 109日 休日

・各種社会保険（健康保険、雇用保険、厚生年金、
  労災保険）

・社員食堂　・社員寮（個室）　・住宅手当
・財形貯蓄　・退職金規定　
・BPS制度（書籍購入支援制度）

社員割引・優待制度・従業員食堂・ 積立有給
E-ラーニング・ホテル英会話・家族招待会 など 福利厚生

マイナビよりエントリー 公式ＨＰよりエントリー 応募方法
2019年3月1日 2019年3月 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月（予定） 2021年度エントリー 開始予定

総務部 総務人事課
0279-88-1121

総務人事課
078-333-3564

採用担当 
部署・直通電話番号

筆記試験・面接 書類選考、筆記試験、面接 2021年度予定選考項目

●人に「幸せ」を感じてもらうことが自分の「幸せ」である人
●今に満足することなく「未来を描く」人
●「出来る」を信じる人
●自分の「キャラクター」を活かす人
●「日本文化」が好きな人
ホテル一井は草津温泉のシンボル「湯畑」を眼下に創業300
余年の歴史を誇る老舗旅館です。いつの時代もその時代の
ニーズに寄り添い愛されてきました。これからも愛され続
ける旅館であるためにこのような人財を募集しております。

●基本のマナーがしっかりとできる人
●お客様の幸せを心から願える人
●自分の頭で考えて実行できる人

求める人材像

自社HP・マイナビ 自社ホームページ 掲載就職サイト
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本社名 株式会社ホテルオークラ東京 株式会社ホテルオークラ福岡

ホテル名 The Okura Tokyo ホテルオークラ福岡

本社所在地 東京都港区虎ノ門2-10-4 福岡県福岡市博多区下川端町3-2

施設所在地 東京都港区虎ノ門2-10-4 同上

ホテル代表番号 03-3582-0111 092-262-1111
ホテルホームページURL https://theokuratokyo.jp/ https://www.fuk.hotelokura.co.jp

開業年月日 1962年5月20日 1999年3月1日
資本金 100,000,000円 500,000,000円

代表者名 代表取締役社長　成瀬 正治 代表取締役社長　髙栁 健二
社員数 803人（2019年4月時点） 300人
客室数 508室 264室

ホテル業態 シティホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 （内、高校）合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

33人
3人 13人 13人 2人 2人

34人
- 11人 11人 4人 6人

留- 留- 留- 留- 留- 留2人 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 （内、高校）合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

61人
7人 28人 20人 2人 3人

27人
3人 10人 10人 2人 2人

留- 留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 未定 - - - - -

初任給　４大 205,450円 170,800円～

初任給　専・短 180,000円 2年制　163,100円～　1年制　160,200円～

初任給　調理 180,000円（二年制）、177,760円（一年制） 2年制　163,100円～　1年制　160,200円～

初任給　高校 162,000円 157,800円～

休日 110日（公休8日/月、夏休8日（4 ～ 9月）、
冬休6日/（10 ～ 3月）） 104日

福利厚生

社会保険（全国健康保険協会・介護保険・厚生年金
保険・雇用保険・労災保険）
団体生命保険、財形貯蓄など
厚生施設（従業員食堂・休憩室・仮眠室・健康管理
室ほか）
退職金制度、確定既出年金、慶弔見舞金制度、社
員割引制度、年次有給休暇、慶弔休暇、産休・育休

家族手当有、交通費支給、慶弔金制度有、外部福
利厚生サービス提携、従業員食堂有、制服ロッカ
ー貸与

応募方法 自社ウェブサイトにて告知予定 公式HPよりエントリー
2020年度エントリー開始実績 四大卒：2019年3月1日　短大・専門：2月上旬　調理：5月上旬 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 四大卒：2020年3月1日　短大・専門：2月予定　調理：5月予定 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事総務課　
03-3224-6736 管理部　総務人事課　092-262-7770

2021年度予定選考項目 書類、筆記試験、面接、作文・小論文 書類選考、一般常識、適性検査、面接

求める人材像

「親切と和」
オークラ開業当時から受け継ぐ

不変の価値観をもとに、
世界一の日本のホテルを目指しております。

難しいことを考える前に、まず自分のできるこ
とを積極的に行動に移すことが重要です。自分
にとって最高の笑顔をもってお客様をお迎えす
れば、その気持ちは伝わります。お客様一人一
人とのコミュニケーションを大切に思うことが
できる方、一緒に進んでいきましょう。

掲載就職サイト 自社ウェブサイト 自社ホームページ
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株式会社ホテル小田急 株式会社ホテル日航福岡 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ハイアット リージェンシー 東京 ホテル日航福岡 ホテル名

東京都新宿区西新宿2-7-2 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目18番25号 本社所在地

同上 同上 施設所在地

03-3348-1234 092-482-1111 ホテル代表番号
tokyo.regency.hyatt.jp https://www.hotelnikko-fukuoka.com/ ホテルホームページURL

1980年9月15日 1989年7月8日 開業年月日
100,000,000円 100,000,000円 資本金

代表取締役社長　小柳 淳 代表取締役社長　太田 禎郎 代表者名
543人 350人 社員数
746室 360室 客室数

シティホテル シティホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

60人
14人 24人 13人 4人 -

30人
3人 5人 4人 1人 17人

留- 留5人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
36人

14人 11人 5人 3人 -
30人

4人 4人 6人 1人 15人
留1人 留2人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 20人 5人 5人 5人 1人 4人

190,000円 183.700円 初任給　４大

176,000円 2年制　173,700円、1年制　168,700円 初任給　専・短

166,000円 173,700円 初任給　調理

- 163,700円 初任給　高校

106日・別途 年次有給休暇10 ～ 20日・慶弔休暇有 104日 休日

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険、
小田急共済組合、小田急グループ内施設割引優待、
ゲスト体験サポート（旅行補助金制度）、
海外ハイアット宿泊優待、
WELBOX（福利厚生サービス）、
クラブ活動、社員パーティー、従業員食堂　など

従業員食堂、社員会（社員旅行・クラブ活動・夏季
保養所・慶弔互助など） 福利厚生

4大：自社HPにてエントリー受付／専・短：学校単位でエントリー受付 マイナビ2021よりエントリー 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績

- 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定
総務部人材開発課

03-5321-3514
総務課

092-482-1193
採用担当 

部署・直通電話番号
書類、筆記試験、グループディスカッション、

面接 面接、グループディスカッション 2021年度予定選考項目

【ハイアット リージェンシー 東京のビジョン】
“訪れる人に安らぎを、去りゆく人に幸せを”の理
念のもと、お客様と働く人、それぞれに満足をお
約束します。

ハイアット リージェンシー 東京のビジョンを理
解し、相手に共感しながら思いやりを体現でき
る人。

「サービスは、人が創るものです」
ホテル日航福岡では、基本マニュアルの他は個人の感性を
大切にしています。なぜなら、最高のサービスとはお客様
のニーズ（顕在欲求）ではなく、ウォンツ（潜在欲求）の迅速・
的確に察知することから始まり、ホスピタリティマインド
を持って応えることで生まれているからです。当社では、
常に自分の感性を磨きながらお客様の喜び=自分自身の喜
びとして、やりがいへ導くことが出来る人を探しています。

求める人材像

自社ホームページ・マイナビ2021 マイナビ2021 掲載就職サイト
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本社名 株式会社ホテルはまのゆ 株式会社ホテルプリンセス京都

ホテル名 食べるお宿　浜の湯 ホテル日航プリンセス京都

本社所在地 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1017 京都府京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地

施設所在地 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1017 京都府京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地

ホテル代表番号 0557-95-2151 075-342-2413
ホテルホームページURL https://www.izu-hamanoyu.co.jp https://www.princess-kyoto.co.jp/

開業年月日 1974年1月18日 2004年2月1日
資本金 10,000,000円 10,000,000円

代表者名 鈴木 良成 代表取締役社長　辻 吉久
社員数 80人 200人
客室数 50室 216室

ホテル業態 旅館 シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

4人
3人 1人 - - -

7人
3人 1人 2人 - 1人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

14人
7人 4人 2人 - 1人

14人
2人 1人 4人 - 7人

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
10人 5人 4人 1人 - - 14人 3人 3人 4人 - 4人

初任給　４大 195,500円 183,000円

初任給　専・短 195,500円 172,000円

初任給　調理 195,500円 2年制172,000円　1年制166,000円

初任給　高校 190,000円 160,000円

休日 95日 105日

福利厚生

諸手当役職、通勤手当、外国語手当(1年後から)・
昇給年１回（４月）・賞与年２回（７月、１２月）・
保険健康、厚生年金、雇用、労災保険・福利厚生　
社員寮（バス・トイレ・冷暖房完備）

介護、育児休業、財形貯蓄制度、個人年金積立、
京セラ持株会、京セラグループ各種保険制度など

応募方法 リクナビよりエントリー 当社専用のエントリーシートを郵送
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事部　0557-95-2151 総務課　075-342-2413

2021年度予定選考項目 書類選考、面接、小論文、
グループディスカッション

一次選考：集団面接　適性試験
二次選考：役員面接　作文

求める人材像
人と接することが大好きな方、人に喜ばれるこ
とに一生懸命になれる方を求めています。面接
での対応を重視した選考を行っております。

「素直さ、謙虚な心を持ち、ひたむきに努力でき
る人」

「人と接することを通じて、自らの存在価値を高
められる人」

掲載就職サイト リクナビ・自社ホームページ [公式]オークラ ニッコー ホテルズ 正社員 採用情報
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ホテルモントレ株式会社 マイステイズホテルグループ
（株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント） 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ホテルモントレ
ホテル モンテ エルマーナ

ホテルマイステイズプレミア、アートホテル、
ホテルマイステイズ、フレックステイイン、
MyCUBE by MYSTAYS、空庭温泉OSAKA BAY TOWER、
函館国際ホテル、ホテルエピナール那須、草津温泉大東館 他

ホテル名

大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号
マルイト難波ビル20F

東京都港区六本木6-2-31
六本木ヒルズノースタワー 14階 本社所在地

札幌、仙台、銀座、半蔵門、赤坂、横浜、京都、大阪、姫路、
福岡、長崎、沖縄の全国11都市20ホテルを運営 99棟のホテル・温泉型テーマパークを運営 施設所在地

06-6647-8890 03-6857-2529 ホテル代表番号
https://www.hotelmonterey.co.jp/ https://corporate.mystays.com/ ホテルホームページURL

1986年4月1日 1999年7月8日 開業年月日
100,000,000円 100,000,000円 資本金

代表取締役社長　山本 啓之 代表取締役社長　代田 量一 代表者名
1,563人（2019年1月1日現在） 4,905人 ※2019年10月31日現在マイステイズホテルグループ全体 社員数

4,917室 16,442室 客室数

シティホテル、宿泊専用ホテル、リゾートホテル シティホテル、リゾートホテル、ビジネスホテル、
旅館、温泉型テーマパーク ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

73人
14人 27人 23人 3人 4人

141人
44人 29人 26人 4人 35人

留- 留2人 留- 留- 留- 留1人 留  2人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
63人

16人 24人 15人 3人 - 約100人
※2019年10月

現在

34人 8人 15人 2人 36人
留- 留5人 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載60人 - - - - - 160人（未定） - - - - -
210,000円（関東地区）、200,000円（関西地区）、
185,000円（他地区）

全国職：250,000円（転勤手当3万円を含む）地域限定
職：200,000円※グループ企業・地域によって異なる 初任給　４大

200,000円（関東地区）、190,000円（関西地区）、
175,000円（他地区）

全国職：[2年制] 235,000円、[1年制] 210,000円（転勤手当3万円を含む）地域限定
職：185,000円（2年制）、175,000円（1年制）※グループ企業・地域によって異なる 初任給　専・短

1年制以外上記と同じ　1年制　190,000円（関東地
区）、180,000円（関西地区）、165,000円（他地区）

全国職：[2年制] 235,000円、[1年制] 210,000円（転勤手当3万円を含む）地域限定
職：185,000円（2年制）、175,000円（1年制）※グループ企業・地域によって異なる 初任給　調理

185,000円（関東地区）、175,000円（関西地区）、
160,000円（他地区）

地域限定職のみ：170,000円　※グループ企業・地
域によって異なる 初任給　高校

108日 年間123日（2020年度）
※グループ企業によって異なる 休日

社会保険完備、社員表彰制度、リフレッシュ休暇
業績報奨金制度、グループホテル利用割引制度、
グループゴルフ場利用割引制度、育児・出産・介護
休暇、共済会、慶弔見舞金、従業員相談室、資格
手当（￥1,000 ～￥5,000/月）
研修：入社時研修、フォロー研修、サービスマナ
ー研修、英語アプリ導入他各種研修実施

●各種社会保険●長期休暇：産休、育休（最長3年間）、介護休暇、長期休
暇制度（夏季：最大10日・冬季：最大6日）※すべて取得実績あり●転勤者へ
の各種補助：転勤手当（最大月3万円）、転勤旅費、支度金最大20万円（支給
条件有）、荷物運送費等の支給、借上げ社宅家賃補助、帰省旅費（月1回）、
赴任休暇等●慶弔見舞金：結婚祝金、出産祝金、入学祝金等●施設利用従
業員割引制度（15％ OFF）●福利厚生サービス「ベネフィット・ステーショ
ン」会員●従業員相談窓口設置●各種研修制度：マナー・接遇研修、英語
研修、OJT研修●資格取得支援制度　※グループ企業によって異なる

福利厚生

ナビサイトからエントリー マイナビ、リクナビ、自社HPより案内 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日（予定） 2021年度エントリー 開始予定

人事部　06-6647-8890 リクルートメントチーム
03-6857-2529

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、適性検査、面接 面接、適性検査 2021年度予定選考項目

ホテルモントレグループが求める人材は、安心・安全・
快適なホテルライフの提供を通じてお客様に感謝され、
お客様を感動させる楽しさを追い求めることができる
人です。語学力やコミュニケーションスキルなど自ら
の能力を存分に発揮しながら、お客様に寄り添い、顧客
満足を顧客感動へと高め、お客様に選ばれるホテルを
創り上げる。そのような仕事に情熱を持ち、将来のホ
テルモントレグループを担ってくださる方をお待ちし
ています。

私たちが求める人材は、「相手の喜びを、自分のエネル
ギーに変えられる人」です。『どうしたらお客様に満足
していただけるか』『どうしたら周りのスタッフの力に
なれるか』を常に考え行動し、「ありがとう」の一言を自
分のエネルギーにして仕事に取り組める方はきっと当
社で活躍頂けます！また接客だけでなく裏側の仕事に
も目を向け、新しい事に積極的にチャレンジできる方
は当社の成長を加速させる人材になれるはずです！

求める人材像

マイナビ、リクナビ マイナビ、リクナビ、自社HP 掲載就職サイト
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本社名 マンダリン・オリエンタル東京株式会社 株式会社三田ホールディング

ホテル名 マンダリン オリエンタル 東京 ウェスティンホテル東京

本社所在地 東京都中央区日本橋室町2-1-1 東京都目黒区三田1-4-1

施設所在地 同上 同上

ホテル代表番号 03-3270-8800 03-5423-7720
ホテルホームページURL https://www.mandarinoriental.co.jp/tokyo http://westintokyo.com

開業年月日 2005年12月2日 1994年10月14日
資本金 10,000,000円 100,000,000円

代表者名 代表取締役総支配人　ポール・ジョーンズ 総支配人　チャールズ・ジャック
社員数 460人 473人
客室数 179室 438室

ホテル業態 ラグジュアリーホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

26人
8人 11人 4人 - 1人

44人
18人 9人 10人 ４人 1人

留2人 留- 留- 留- 留- 留- 留2人 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

32人
10人 15人 6人 1人 -

45人
16人 14人 6人 6人 -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留3人 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 未定 - - - - -

初任給　４大 220,000円 190,000円

初任給　専・短 200,000円 178,000円

初任給　調理 200,000円 178,000円

初任給　高校 190,000円 -

休日 115日 112日

福利厚生

通勤手当、社会保険、特別休暇（慶弔休暇・傷病休
暇）、マンダリン オリエンタル ホテルグループの
優待利用、海外のマンダリンオリエンタル ホテ
ルへの異動のチャンス有、社内イベント、従業員
表彰制度、マネジメントトレイニー制度、社内公
募制度、従業員食堂

福利厚生：社会保険完備（雇用保険、労災保険、健康保険、厚生
年金保険）、確定拠出型年金（正社員）、国内外グループホテル割
引制度、健康保険組合加入　社員用施設：従業員食堂（本人負担
250-350円・給与控除）、医務室、休憩室、仮眠室、シャワールーム、
寮無し、ロッカールーム（制服貸与者）　研修・自己啓発支援等：サ
ービスカルチャートレーニング、人材開発プログラム、国内外他
ホテル研修、通信教育、資格取得支援補助金制度、キャリアデベ
ロプメント支援、管理職研修、Eラーニング、従業員表彰制度

応募方法 履歴書（写真付）送付 マイナビサイトよりエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 - -

採用担当 
部署・直通電話番号

人事部　　03-3270-8816 人事総務部　採用担当　03-5423-7720

2021年度予定選考項目 書類選考、面接、英語面接 書類審査、筆記試験、面接、英語面接、グループ
ディスカッション、オンラインアセスメント

求める人材像

・「マンダリン オリエンタル 東京で働きたい」という強い思
いのある方

・誰に対しても思いやりの心で接することができる方
・自分の仕事に熱意と誇りをもってあたることができる方
・常に向上心と高い目標を持ち、創意工夫ができる方

・心身ともに健康で、チームワークの中で最高の感動と満
足を一緒に創っていける方

繊細な心遣いの国、日本ならではの“ジャパニーズ・
ホスピタリティ”を大切に しながらヨーロッパの品格
や雰囲気とアメリカの革新的で創造的な気風を併せ
持つ。 ウェスティンホテル東京では、この優れた環
境で誇りを持って 自らを磨こうという人材に門戸を
開いています。 ホテルビジネスに携わる者に多彩な
仕事にフレキシブルに対応する能力、 大いなるチャ
レンジ精神、そして何よりも情熱が必要とされます。 

掲載就職サイト キャリタス就活 -
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三井不動産リゾートマネジメント株式会社 三井不動産リゾートマネジメント株式会社 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ハレクラニ沖縄 HOTEL THE MITSUI KYOTO ホテル名

東京都中央区日本橋室町3-2-1
日本橋室町三井タワー 12階 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 本社所在地

沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1 京都府京都市中京区
油小路通二条下る二条油小路町 284 施設所在地

098-953-8600 075-748-0869 ホテル代表番号
https://www.okinawa.halekulani.com/ https://www.recruit.nijo-hotelproject.com/#top ホテルホームページURL

2019年7月26日 2020年夏 開業年月日
100,000,000円 100,000,000円 資本金

代表取締役　洲戸 渉 代表取締役　洲戸 渉 代表者名
359人（2019年12月1日現在） 230人(開業時予定) 社員数

360室 161室 客室数

ラグジュアリーリゾートホテル ラグジュアリーホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

92人
23人 48人 4人 2人 -

-
- - - - -

留1人 留14人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
47人

9人 24人 10人 3人 -
73人

27人 30人 6人 4人 -
留- 留1人 留- 留- 留- 留3人 留3人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載50人 10人 30人 8人 2人 - 15人 5人 5人 3人 2人 -

172,000円 200,000円 初任給　４大

163,000円 190,000円 初任給　専・短

【2年制】163,000円　【1年制】157,000円 190,000円 初任給　調理

- - 初任給　高校

118日 113日 休日

保険：三井健康保険組合加入、厚生年金、雇用保
険、労災保険、通勤手当：バス通勤…定期代を支
給　車通勤…会社の規定によりガソリン代を支
給、社員寮完備、従業員食堂有り、食事手当有り、
その他：宿泊・自社料飲施設（レストラン・ショッ
プ）社員割引制度、各種クラブ活動　他

保険：三井建工保険組合加入、厚生年金、雇用保
険、労災保険、通勤手当：通勤用定期乗車券代相
当額支給、徒歩通勤手当(規定有り)、従業員食堂：
有り、休暇：有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、
育児休暇、介護休暇　他

福利厚生

【大学生・短大生の皆さま】マイナビよりエントリー
【専門学生の皆さま】就職担当の先生を通してエントリー 公式HPよりエントリー 応募方法

2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

人材開発部　小曽戸（コソト）
098-953-8581

人材開発部　西田(ニシダ)
075-748-0730

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、適性検査、面接（対面又はWeb） 書類選考、面接、グループディスカッション 2021年度予定選考項目

私たちが掲げる採用条件はただひとつ。
“いい人”です。
"いい人"の定義はたくさんありますが、私たちの考える
"いい人"とは以下の通りです。
○すべての人に思いやりを持って行動ができる人
○全ての人に思いやりを持って発言ができる人
○チームワークを重んじてチームワークを実践できる人
我こそは、"いい人"というみなさま。是非私たちと
Ohanaになりませんか？

三井家ゆかりの地に、三井不動産グループが手
がけるラグジュアリーホテルが2020年夏オープ
ン。日本・京都の魅力を世界中の人々に発信して
いきたいという思いに共感いただける方や、何
事にも積極的に取り組み、明るく楽しく仕事を
したいと思う方のご応募をお待ちしております。

求める人材像

マイナビ2021 自社ホームページ 掲載就職サイト
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本社名 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 株式会社目黒雅叙園

ホテル名
ディズニー・アンバサダー ®ホテル

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®
東京ディズニーランド®ホテル

ホテル雅叙園東京

本社所在地 千葉県浦安市舞浜29-1 東京都目黒区下目黒1-8-1

施設所在地
千葉県浦安市舞浜2-11
千葉県浦安市舞浜1-13
千葉県浦安市舞浜29-1

同上

ホテル代表番号 047-305-2815 03-3491-4111
ホテルホームページURL http://www.milialresorthotels.co.jp/recruit/stage/ https://www.hotelgajoen-tokyo.com/

開業年月日 1996年6月12日 2003年5月1日(創業1928年)
資本金 450,000,000円 100,000,000円

代表者名 代表取締役社長　チャールズ・デービッド・ベスフォード 代表取締役社長　深澤 正生
社員数 1,650人 430人
客室数 1,712室 60室

ホテル業態 アーバンリゾートホテル シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

189人
41人 110人 38人 - -

54人
1人 33人 20人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

166人
35人 80人 51人 - -

42人
5人 21人 11人 4人 -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
未定 - - - - - 50人 - - - - -

初任給　４大 205,000円 186,000円（2019年度実績）

初任給　専・短 190,000円 178,000円（2019年度実績）

初任給　調理 (1年制卒) 178,000円　(2年制卒) 182,000円 178,000円（2019年度実績）

初任給　高校 - -

休日 105日 105日

福利厚生

ディズニーホテル優待宿泊、テーマパークパスポ
ート支給、テーマパークグッズおよびパスポート
割引、宿泊利用割引、ホテル内レストラン利用割
引、商業施設各種割引、ホテル従業員向けパーテ
ィー、グループ保険、生命保険団体扱い、退職金
制度、社員持株会入会制度　など

各種社会保険完備、慶弔休暇、育児・介護休業制度、
永年勤続表彰制度、資格支援制度、財形貯蓄制度、
ホテル利用割引制度、交通費支給、食事補助、制服
貸与、健康診断、ベネフィットワン（宿泊、映画、レ
ジャー等の優待）
<研修>ビジネスマナー研修、ホスピタリティー研
修、サービスマナー講座、ワインセミナー、英語研修、
コンプライアンス研修、救命救急講習等

応募方法 自社採用HPよりエントリー 大卒・短大卒：自社ＨＰにて告知、エントリー受付(予定)
専門卒：学校単位でエントリー受付(予定)

2020年度エントリー開始実績 2019年1月～ 2019年3月
2021年度エントリー 開始予定 2020年1月～（予定） 2020年3月

採用担当 
部署・直通電話番号

人事部採用課
047-305-2815

人材開発部　人事グループ
03-5434-3817

2021年度予定選考項目 書類、面接、適性検査、
グループディスカッション 面接、グループディスカッション

求める人材像

●Hospitality ホスピタリティ × Action 主体的
　な行動
●Leadership リーダーシップ × Action 主体的
　な行動
●Kaizen 改善の意識 × Action 主体的な行動
※上記は昨年度の「求める人材像」の為、変更の
可能性あり。（2020年度卒）

ホテルでお客様へ最上のサービスをご提供するためには、そこで
働く「人」が何よりも重要です。私たちが新入社員をお迎えする
際に重視することは、お客様の期待を超えて「感動」を創る力、ホ
テルとして1つのチームとなってお客様の要望を叶える「チームワ
ーク」、そして何事に対してもあきらめない「やり遂げる力」です。
90余年の歴史と伝統を持つ『ホテル雅叙園東京』が今後、世界ブ
ランドとしての地位を構築していくことを見据え、さらに、来る
創業100周年を迎えるホテル雅叙園東京の中核として活躍できる
人材をお迎えしたいと考えております。

掲載就職サイト 自社HP・マイナビ・リクナビ 自社ホームページ
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森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社 株式会社森ビルホスピタリティ
コーポレーション 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

東京マリオットホテル、ウェスティンホテル仙台、
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション、

翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都、
イラフSUIラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古　他全国12カ所

グランド ハイアット 東京・アンダーズ 東京・アーク
ヒルズクラブ・六本木ヒルズクラブ・ヒルズスパ ホテル名

東京都品川区北品川4-7-35
御殿山トラストタワー 2階 東京都港区六本木6-10-3 本社所在地

東京都品川区北品川4-7-36 他 東京都港区内 施設所在地

03-6409-2807 03-6830-1222 ホテル代表番号
https://www.mt-hr.com/ https://www.mori-hospitality.com/ ホテルホームページURL

1973年2月7日(新設分割による設立2006年4月3日) 2001年9月26日 開業年月日
100,000,000円 490,000,000円 資本金

代表取締役社長　伊達 美和子 代表取締役社長　森 浩生 代表者名
805人 1,500人 社員数

249室(東京マリオットホテル) 551室（2ホテル計） 客室数

シティホテル・リゾートホテル シティホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

78人
27人 23人 15人 - 2人

163人
27人 87人 46人 2人 1人

留4人 留6人 留1人 留- 留- 留- 留1人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
91人

35人 15人 16人 - 3人
202人

54人 98人 48人 2人 -
留3人 留19人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 未定 - - - - -

［東京・大阪勤務］ 203,000円［東京・大阪以外］195,000円 200,000円（食事手当込） 初任給　４大

専門学校2年制・短大［東京・大阪勤務］ 185,000円［東京・大阪以外］177,000円
専門学校1年制　［東京・大阪勤務］ 183,000円［東京・大阪以外］175,000円 182,000円（食事手当込） 初任給　専・短

専門学校2年制・短大［東京・大阪勤務］ 185,000円［東京・大阪以外］177,000円
専門学校1年制　［東京・大阪勤務］ 183,000円［東京・大阪以外］175,000円

2年制 182,000円（食事手当込） 
1年制 173,500円（食事手当込） 初任給　調理

［東京・大阪勤務］ 181,000円［東京・大阪以外］173,000円 173,500円（食事手当込） 初任給　高校

107日 108日 休日

健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険、企業
年金、GLTD（団体長期障害所得補償保険）、財形
貯蓄、永年勤続表彰、グループホテル優待利用、
親睦会制度、社宅制度等

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災、退職金制度、
社員会（施設割引、各種イベント、スポーツクラ
ブ補助等）、定期健康診断、産業医医療相談、交通
費支給、制服・靴貸与、自社施設（宿泊・レストラ
ン）利用時の社員割引、借り上げ社宅制度（新卒の
み、入居条件あり）

福利厚生

マイナビよりエントリー（専門学校生は求人票確認後、学校経由で応募も可能）
※この流れは2020年卒採用の実績です。2021年卒採用は変更可能性もあります。

大学・短大生：マイナビ2021よりエントリー
専門学生、高校生：各学校様就職課経由でご連絡下さい 応募方法

2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

総務人事部人事担当
03-6409-2807

人事部　人材マネジメントグループ
03-6830-1222

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、面接、適性検査 書類選考、面接、Web適性検査（予定） 2021年度予定選考項目

素直に学ぶ姿勢を持っている方
チャレンジ精神旺盛な方
ホスピタリティ精神を持っている方
明るく元気な方
英語力を生かしたい方

以下の能力を発揮できる方
・ホスピタリティマインド
・チームワーク
・オープンマインド
・チャレンジスピリット

求める人材像

自社HP、マイナビ2021 自社ホームページ、マイナビ2021 掲載就職サイト
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本社名 株式会社ＵＨＭ（野村不動産グループ） 郵船クルーズ株式会社
株式会社オーシャンホテルシステムズ

ホテル名 庭のホテル 東京
東京グリーンホテル後楽園 客船飛鳥Ⅱ

本社所在地 東京都千代田区神田三崎町1-1-16 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー 47階　

施設所在地 東京都千代田区神田三崎町1-1-16
東京都文京区後楽1-1-3 （母港：横浜）

ホテル代表番号 03-3295-4301 045-640-5301
ホテルホームページURL http://www.hotelniwa.jp/ https://www.asukacruise.co.jp

開業年月日 1935年6月1日 1989年1月
資本金 32,000,000円 2,000,000,000円

代表者名 代表取締役社長　青木 秀友 代表取締役社長　坂本 深
社員数 100人(2019年11月1日現在) 　2社合計：陸上社員85人　海上社員150人　　
客室数 373室 436室

ホテル業態 シティホテル、ビジネスホテル クルーズ客船

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

10人
2人 8人 - - -

13人
11人 2人 - - -

留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

16人
6人 9人 1人 - -

11人
7人 3人 1人 - -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
11人 4人 6人 1人 - - 10名前後 - - - - -

初任給　４大 200,000円 -

初任給　専・短 180,000円 -

初任給　調理 175,000円 -

初任給　高校 - -

休日 109日 -

福利厚生

各種社会保険制度、慶弔金、財形貯蓄、育児・介護
休業、独身寮（ワンルームマンションタイプ、職
場まで30分）、自社ホテル特別割引、グループホ
テル利用補助、社員食堂、永年勤続表彰（記念品、
旅行、休暇、お祝金）、ロッカールーム、シャワー
室、資格取得補助、各種社内表彰、社員旅行、社
員食事会、その他

「飛鳥II」家族割引乗船制度、財形貯蓄、
福利厚生倶楽部「リロクラブ」法人加入

応募方法 『リクナビ2021』よりエントリーをお願い致します。 キャリタス就活2021よりエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

石井
社長室：03-3295-4309

管理部　人事チーム
045-640-5282

2021年度予定選考項目 書類、筆記試験、面接、作文、適性検査 書類、筆記試験、面接、適性検査

求める人材像

●素直な方
●自立的に考え、自発的に行動できる方
●ホスピタリティマインドを持った方
●すべての方に対して良好な人間関係を自ら積極
的に築ける方
●リーダーシップを発揮して、周囲を巻き込みな
がら、チームワークを大切にして仕事を進められ
る方
●新鮮な発想力を持ち、柔軟な考え方のできる方
●自己啓発に励むことのできる方

2017年1月、全社員の声を吸い上げ新たな行動指針”One & 
Only Asuka Pride” が生まれました。お客様の声に耳を傾け、
心揺さぶるサービスを提供していこう。感動が生まれる瞬
間をお客様と共に楽しもう。飛鳥IIの空間、自分の心、共に
磨き整えよう。自分に限界を作らず、自己研鑽を積もう。
部署の垣根を越えてチームワークでお客様にお寛ぎ頂こ
う。Made in Asuka の和のおもてなしを創造しよう。そして、
いつかは飛鳥を体験したいと思われる存在になろう。この
行動指針に共感し、共に具現化できる方を求めてます。

掲載就職サイト リクナビ2021、自社HP 自社ホームページ、キャリタス就活
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合同会社ユニバーサルホテルマネージメント
（オリックスグループ） 株式会社夢舞台 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

ホテル ユニバーサル ポート
（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル）

ウェスティンホテル淡路
リゾート＆コンファレンス ホテル名

大阪府大阪市此花区桜島1-1-111 兵庫県淡路市夢舞台1番地 本社所在地

大阪府大阪市此花区桜島1-1-111 兵庫県淡路市夢舞台2番地 施設所在地

06-6463-5000 0799-74-1111 ホテル代表番号
https://www.hoteluniversalport.jp/ http://www.westin-awaji.com ホテルホームページURL

2005年7月（会社設立） 2000年3月9日 開業年月日
非公開 1,508,550,000円 資本金

似内 隆晃 取締役総支配人　星野 美奈子 代表者名
254人　※2019/10/1時点 208人 社員数

600室 201室 客室数

リゾートホテル リゾートホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

32人
9 人 15 人 6人 - -

17人
1人 6人 4人 1人 3人

留 1 人 留 1 人 留- 留- 留- 留- 留2人 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

12人
※2019/10/1

時点

2 人 7 人 3人 - -
11人

2人 1人 2人 - 1人
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留5人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 20 人 - - - - -

185,600円　※2019年度実績 180,000円 初任給　４大

176,000円（2年制）、175,400円（1年制）　※2019年度実績 170,000円 初任給　専・短

176,000円（2年制）、175,400円（1年制）　※2019年度実績 2年制 170,000円　　1年制 165,000円 初任給　調理

168,800円　※2019年度実績 160,000円 初任給　高校

108日 107日 休日

各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
退職金制度、制服貸与、交通費支給（社内規定に
よる）　階層別研修制度（合同新入社員研修、フ
ォローアップ研修等）　パークを利用した研修制
度、社内表彰制度、従業員パーティー　定期健康
診断、従業員食堂、食事手当（6,400円／月）　グル
ープホテル・旅館割引制度、ベネフィットステー
ション　など

昇給年1回、賞与年2回、各種社会保険（健保・厚生・
雇用）・労災保険完備、退職金制度、確定拠出年金
制度、交通費支給、育児、介護休業、制服貸与、社
員寮(独身寮）、従業員食堂、仮眠室、シャワー室
完備、社員研修制度、自社ホテル優待利用、マリ
オットグループホテル優待利用　など

福利厚生

マイナビよりエントリーまたは学校経由応募 学校単位で応募または履歴書送付 応募方法
2019年3月1日 2019年5月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年5月1日 2021年度エントリー 開始予定

管理部　人事課
06-6463-5970 人事総務課　新卒採用担当　0799-74-1104 採用担当 

部署・直通電話番号

書類、面接、適性検査 書類選考、筆記試験、面接 2021年度予定選考項目

オリックスグループが運営する宿泊施設として、“また行
きたい、と思っていただける場所。” を提供していきたい
と考えています。
当ホテルは、クルー自身が楽しく笑顔で働ける環境づく
りをしています。ぜひ訪れた多くのゲストを笑顔でお迎
えしていきましょう。
＜こんな方が当社で活躍しています！＞

・人を喜ばせるのが好きな方
・自分自身も楽しく成長しながら働きたい方
・何事にも情熱を持って取り組める方

●明るく笑顔で応対のできる方
●個人の目標、チームの目標の達成に尽力できる方
●常に前向きな思考、柔軟な発想で業務に取り組

む姿勢のもてる方
●ゲストはもちろん、一緒に働く仲間も大切にで

きる方
●自ら考え、積極的に行動する高い意識のある方

求める人材像

マイナビ 自社ホームページ 掲載就職サイト
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本社名 株式会社横浜グランド
インターコンチネンタルホテル リゾートトラスト株式会社

ホテル名 ・ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
・インターコンチネンタル横浜Pier8

エクシブ、ベイコート倶楽部、リゾーピア、
サンメンバーズ、トラスティ、
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート

本社所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 愛知県名古屋市中区東桜2-18-31

施設所在地 ・神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
・神奈川県横浜市中区新港2-14-1 国内外49拠点

ホテル代表番号 045-223-2222 052-933-6000（代表電話）
ホテルホームページURL https://www.interconti.co.jp/yokohama/ https://www.resorttrust.co.jp/

開業年月日 1991年8月20日 1973年4月2日
資本金 50,000,000円 19,590,000,000円（2020年3月末現在）

代表者名 代表取締役社長　梅村 東 代表取締役社長　伏見 有貴
社員数 580人 7,937人（2020年3月末連結） 
客室数 767室 7,531室（2020年5月時点）

ホテル業態 アーバンリゾートホテル リゾートホテル、シティホテル

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

78人
19人 39人 9人 3人 6人

479人
322人 58人 63人 - 36人

留- 留2人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

79人
17人 41人 10人 4人 6人

490人
297人 84人 81人 - 28人

留- 留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
50人 15人 25人 10人 - - 未定 - - - - -

初任給　４大 181,000円　※2020年度実績 213,100円

初任給　専・短 170,000円　※2020年度実績 194,500円

初任給　調理 2年制170,000円　　1年制166,000円　
※2020年度実績 224,500円

初任給　高校 162,000円　※2020年度実績 178,400円

休日 年間104日、年次有給休暇、特別有給休暇 交替制による年間120日（月7回～ 12回）

福利厚生

社会保険完備、昇給（年1回）、賞与（年2回）、交通費
全額支給（内規あり）、男女ロッカー室、シャワー室、
仮眠室、社員食堂（会社負担金あり）、共済会（レジャ
―施設優待・各種共済保険・慶弔金制度）、産休・育休
制度、資格取得奨励制度、IHG社員割引宿泊制度（国
内・海外）、社員親睦会（インタ―コンチネンタルヨコ
ハマ会 / クラブ活動・パ―ティ―等）、社員表彰制度

各種保険加入（雇用・労災・健康・厚生年金）、退職
金制度、社員持株制度、資格取得助成制度、 保険
料会社負担による団体保険加入、海外・国内ホテ
ル社員優待利用、寮・社宅、従業員食堂(ホテル勤
務)、 カフェテリアプラン（選択型福利厚生制度）、
通信講座補助制度

応募方法 大学生・短大生は弊社採用HPより、専門学校生は学校取りまとめで応募 マイナビ・リクナビよりエントリー
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

人事部
045-221-0701

人事部人財採用課
052-310-3322

2021年度予定選考項目 書類選考、筆記試験、面接選考 書類、面接、グループディスカッション（予定）

求める人材像

●ヨコハマグランドインターコンチネンタルホ
テルでなければならない理由が明確な方
●インターコンチネンタルブランドに共感でき
る方
●ホスピタリティマインドがある方
●フレキシビリティのある方
●語学を活かしたい方

「しなやかに進化し、幸せである。」
・しなやか・・・素直で柔軟な思考や姿勢、受容力、
優雅で上品な振舞い。

・進化・・・先見性、自発性、成長意欲、変化を求
める姿勢。

・幸せ・・・人々と歓びを共有し、自身や仲間の成
長を感じ、楽しく働ける幸せ。

掲載就職サイト 自社ホームページ 自社ホームページ、リクナビ、マイナビ等
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全
国
ホ
テ
ル
採
用
情
報

株式会社琉球ホテルリゾートオクマ 株式会社琉球ホテルリゾート那覇 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

オクマプライベートビーチ＆リゾート
　※旧　JALプライベートリゾートオクマ

（プレミアホテルグループ）
ダブルツリー byヒルトン那覇首里城 ホテル名

沖縄県国頭郡国頭村字奥間913 沖縄県那覇市首里山川町1丁目132番地の1 本社所在地

沖縄県国頭郡国頭村字奥間913 同上 施設所在地

0980-41-2222 098-886-5454 ホテル代表番号
http://okumaresort.com/ https://www.doubletreeshuri.jp ホテルホームページURL

1978年7月22日 2016年7月1日 開業年月日
5,000,000円 45,000,000円 資本金

代表取締役社長　佐藤 健人 総支配人　山口 英彦 代表者名
244人 280人 社員数
184室 333室 客室数

リゾート シティリゾートホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

18人
1人 11人 - - 5人

10人
1人 4人 5人 - -

留- 留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
5人

3人 1人 1人 - -
2人

- 2人 - - -
留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載14人 1人 6人 4人 - 3人 10人 3人 3人 4人 - -

173,900円（別途詳細あり） 155,000円 初任給　４大

165,800円（別途詳細あり） 153,000円 初任給　専・短

175,800円（別途詳細あり） 153,000円 初任給　調理

159,100円（別途詳細あり） 145,000円 初任給　高校

105日 101日 休日

賞与（年2回）、定期昇給、個室社員寮完備（月額
11,000円）、各種社保完備、食事補助制度、時間外
手当、深夜手当、年次有給休暇、慶弔休暇、産前/
産後休暇、育児休業、介護休業、通勤手当（上限あ
り）、制服貸与、グループホテル宿泊・レストラン
従業員割引制度、財形貯蓄、ビーチ・マリンアク
ティビティ利用

駐車場完備（無料）、社員食堂（1日1食無料提供）、
世界中のヒルトンホテルの宿泊およびレストラ 
ンが特別価格で利用できます、ホテル館内のプー
ル利用無料（平日）、休暇制度（年次有給・慶弔休
暇・育児休暇・介護休暇）、オペレーションは制服
貸与、クリーニング会社負担

福利厚生

マイナビよりエントリー ジョーナビサイトもしくは直接郵送 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

人事担当　仲里（なかざと）・今井（いまい）
0980-41-2222

人事業務部
098-886-5466

採用担当 
部署・直通電話番号

書類選考、WEBテスト（SPI3：学力検査なし）、
面接（沖縄県外在住の方はWEB面接対応） 書類選考・面接・個人特定分析 2021年度予定選考項目

沖縄が好き。海や自然が好き。
沖縄本島屈指のビーチリゾートで「人と人との繋
がり」を大切に、あたたかみのあるサービスをし
たいという方をお待ちしています。

エコツアーやマリンアクティビティも自社で開
催しているので、自然に触れながら働きたい方
には最高の環境です！

ヒルトンのバリューであるホスピタリティマ
イ ン ド（HOSPITALITY）、 一 貫 性（INTEGRITY)、
リーダーシップ（LEADERSHIP）、チームワーク

（TEAMWORK）、責任感（OWNERSHIP）、行動力
（NOW）があること。ヒルトンの企業理念である、

おもてなしの感性を持ち合わせていること。

求める人材像

マイナビ、アグレ新卒、りゅうナビ、ルーキーナビ 自社ホームページ 掲載就職サイト
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報

本社名 株式会社ロイヤルパークホテル 株式会社ロイヤルパークホテルズ
アンドリゾーツ

ホテル名 ロイヤルパークホテル
仙台ロイヤルパークホテル、横浜ロイヤルパークホテル

ロイヤルパークホテル 「THE シリーズ」
（東京／名古屋／京都／大阪／広島／福岡）

本社所在地 東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 東京都千代田区大手町1-6-1

施設所在地 東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ホームページに記載

ホテル代表番号 03-3667-1111 03-3211-6199
ホテルホームページURL https://www.rph.co.jp https://www.royalparkhotels.co.jp/

開業年月日 1989年6月1日 2000年11月1日
資本金 6,000,000,000円 100,000,000円

代表者名 取締役社長　古草 靖久 取締役社長　水村 慎也
社員数 504人 1,046人
客室数 419室 計2,980室

ホテル業態 シティホテル フルサービス型（仙台・横浜）、
宿泊主体型（THE シリーズ）

採
用
情
報

2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

35人
8人 8人 12人 4人 3人

61人
15人 25人 15人 2人 -

留- 留- 留- 留- 留- 留- 留4人 留- 留- 留-
2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校

58人
16人 12人 23人 3人 3人

84人
19人 38人 15人 4人 -

留- 留1人 留- 留- 留- 留- 留8人 留- 留- 留-
2021年度新卒採用予定人数

※留学生含む
※未定の場合は合計人数に未定と記載

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校
40人 10人 10人 15人 2人 3人 85人予定 25人 35人 23人 2人 -

初任給　４大 196,000円 172,000円～ 192,000円（2019年度実績）

初任給　専・短 179,000円 160,000円～ 175,000円（2019年度実績）

初任給　調理 2年制179,000円　1年制170,000円 160,000円～ 171,600円（2019年度実績）

初任給　高校 167,000円 -

休日 公休108日 年間104日～ 110日

福利厚生

家賃補助制度(規定有)、各種社会保険、財形貯蓄、退職
金制度、育児・介護休業、時短勤務制度、休暇(有給/夏季
/特別)、資格取得制度(受験料・資格手当支給)、グループ
ホテル割引制度、社員旅行、社員ファミリーパーティー、
社員表彰制度、部活動、各種保養施設割引制度など
施設：社員食堂(食事補助あり)、健康管理室、鍼マッサー
ジ室、仮眠室、シャワー室

各種社会保険加入、退職金制度、グループホテル
利用割引制度、三菱地所グループ従業員持株会制
度、社員表彰、ロッカールーム・制服貸与、福利厚
生サービス加入、社員食堂（仙台・横浜・汐留）

応募方法 マイナビ、キャリタス、学校からのご連絡 マイナビよりエントリー受付
2020年度エントリー開始実績 2019年3月1日 2019年3月1日
2021年度エントリー 開始予定 2020年3月1日 2020年3月1日

採用担当 
部署・直通電話番号

総務部　人事課
03-3667-1606

総務部 人事課
03-3211-6199

2021年度予定選考項目 エントリーシート、グループディスカッション、
総合適性テスト、面接

書類選考、総合適性テスト、グループディスカッ
ション、面接

求める人材像

■人を想い、感動を共有できる方
■おもてなしのプロとして自己研鑽できる方
■チームワークを大切にできる方
■自由な発想を持ち、自ら考え行動できる方
■変化を恐れずチャレンジできる方

６つの力（「人を想う力」「学ぶ力」「共に働く力」「ビ
ジネスする力」「考え抜く力」「未来をつくる力」）を
強化・発揮し、スタッフが自ら考え、ワクワクする
気持ちを持って志事（しごと）に取り組むことがで
きる方。私たちが目指すところと、このありたい人
財像に共感し、変化を恐れず一緒にチャレンジし
てくれる方を求めています。

掲載就職サイト マイナビ2021、キャリタス就活2021 マイナビ2021
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全
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ホ
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株式会社ロイヤルホテル 株式会社ワールドリゾートオペレーション 本社名

企
業
・
ホ
テ
ル
情
報

リーガロイヤルホテル（大阪）
リーガロイヤルホテル京都

メルヴェール箱根強羅、箱根強羅温泉、ゆとりろ庵湯守釜
屋（日光）、レイセニット城崎スイートVILLA（兵庫） 、鳴子風
雅（宮城）、ゆとりろ洞爺湖（北海道）、ゆとりろ山鹿（熊本）、
ミヤコセントラルホテル（沖縄）（など全国より抜粋） 

ホテル名

大阪府大阪市北区中之島5丁目3番68号 東京都新宿区新宿四丁目2番18号　新宿光風ビル 本社所在地

大阪府大阪市北区中之島5丁目3番68号
京都府京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1

神奈川（箱根）、静岡（熱海、西伊豆）、兵庫（城崎）
東京（新宿本社）、全国各地 施設所在地

（大阪）06-6448-1121、（京都）075-341-1121 03-5312-8520 ホテル代表番号
https://rihgaroyalrecruit.com/osaka/new-graduate/ https://www.wro.co.jp/ ホテルホームページURL

1935年1月16日 2009年9月1日 開業年月日
13,229,114,551円 50,000,000円 資本金

䕃山 秀一 田村 佳克 代表者名
約1,210人 640人 社員数

1,041室 713室 客室数

シティホテル リゾートホテル ホテル業態

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2019年度
新卒採用実績

（内訳）
※留学生は3行目

採
用
情
報

93人
10人 26人 19人 5人 31人

10人
9人 1人 - - -

留1人 留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留- 留-
合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2020年度

新卒採用実績
（内訳）

※留学生は3行目
98人

15人 22人 27人 4人 29人
25人

18人 3人 - - -
留1人 留- 留- 留- 留- 留- 留4人 留- 留- 留-

合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 合計 4大 専・短 調理 製菓 高校 2021年度新卒採用予定人数
※留学生含む

※未定の場合は合計人数に未定と記載未定 - - - - - 30人 20人 10人 - - -

197,500円 251,000円 初任給　４大

2年制170,000円　1年制165,000円 201,000円 初任給　専・短

2年制170,000円　1年制165,000円 - 初任給　調理

162,000円 - 初任給　高校

113日 111日（シフト制月5 ～ 11日） 休日

【交通費】出勤手当交通費全額支給（月150,000円迄）【社会
保険】健康保険・雇用保険・労災保険・厚生年金完備 【休日
休暇】年間休日104日（月8 ～ 9日シフト制）有給休暇・慶弔
休暇・産前産後休暇・育児休暇・特別有給休暇（上期5日・下
期4日）【賞与】年2回（業績に応じて）【その他】退職金制度・
家族手当・直営レストラン50%割引券・グループホテル利
用優待・従業員持株制度・保養所・社内販売・従業員忘年会 

各種社会保険完備
社員持株会制度、福利厚生倶楽部会員、
確定拠出年金制度、四半期表彰制度 
社員寮（※当社指定のものであれば
自己負担額　約12,000円／月）

福利厚生

（大卒）マイナビよりエントリー　 （専・短・高卒）各校に求人票送付 イベント当日ご案内 応募方法
2019年3月1日 2019年3月1日 2020年度エントリー開始実績
2020年3月1日 2020年3月1日 2021年度エントリー 開始予定

リーガロイヤルホテル（大阪）人事部
06-6442-2742

人材開発室　採用直通ダイヤル
03-5312-8707

採用担当 
部署・直通電話番号

書類、筆記試験、面接（集団・個人） 面接数回、社員面談など 2021年度予定選考項目

挑戦を続ける当ホテルで働くことをチャンスと捉え、その
ステージで自らの才能や可能性を発揮したいと考える人
材です。人が好きでホテル業界に興味がある、語学力を
ビジネスに生かしたいと考えている方はもちろん、当ホ
テルのビジョンに共感し、将来的に経営の中枢メンバー
として、ロイヤルホテルを更に愛されるホテルにしたいと
いう覚悟を持てる方を求めています。創造力や熱意に溢
れる方々と働けることを楽しみにしています。

■目指すは入社数年後でホテルの支配人！
皆さんには現場でサービスの基本を学んで頂き、フロント、料
理のサーブなど、お客様と接する中で、まず目指すは「おもてな
しのプロ」。その後は、自分自身がホテルの支配人となり、日本中、
世界中で困っているホテルや旅館を再生し、そこに関わる人々、
足を運ぶ人々に笑顔を、活力を与えてください。社歴や年次
は関係ありません。「舞台が人を成長させる。」この考えに共感し、
どんどんチャレンジしていきたい方をお待ちしております！

求める人材像

マイナビ、自社ホームページ マイナビ、自社ホームページ 掲載就職サイト



業界情報を毎日発信！
業界動向をチェックしよう。

http://www.hoteresonline.com/

オータパブリケイションズが提供する、「ホテル」「ブライダル」「外食」に特化した専門
Web サイト。情報は毎日更新中！リクルートサイトには載っていない、志望企業の新着情
報も掲載されるかも！？業界研究には欠かせないWebサイトを今すぐチェックしましょう。




