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ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ
ホテルゆがふいんおきなわ
ホテルゆがふいんBISE
アラマハイナ コンドホテル
オキナワ ハナサキマルシェ

客室数250室
客室数125室
客室数52室
客室数100室

前田産業ホテルズは沖縄県本島北部でホテル業・観光業
を営んでいます。名護市に１ホテル、本部町に３ホテルと
１付帯施設の合計５店舗を有し、県内外から観光やレジャ
ー、ビジネスで訪れる多くのお客様にご利用頂いています。
各種宴会場施設も完備しているので、結婚披露宴から会議
研修まで様々なシーンで地元のお客様からも厚い支持を
頂いております。

前田産業設立
ホテルゆがふいんおきなわ開業
ホテルゆがふいんBISE開業
ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ開業
やんばる海の駅開業
名護市より「いこいの村」運営受託
いこいの村からホテルタニューへ名称変更
ホテルゆがふいんおきなわに新館「東（あがり）館」オープン
契約満了を以てホテルタニューの営業を終了
ホテルゆがふいんおきなわ、県内初「ムスリム・フレンドリーホテル」に認証
沖縄県よりワークライフバランス企業として認定
ホテルゆがふいんおきなわが「人に優しい地域の宿づくり賞」で「努力賞」を受賞
経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定
オキナワ ハナサキマルシェ開業
アラマハイナ コンドホテル開業
和牛焼肉レストランBURIBUSHI開業
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295名

1986年3月25日

1.沖縄の”ちむぐくる”をもって
　お客様をおもてなし致します。
”ちむぐくる（肝心）”は、沖縄の方言で「まごころ
（真心）」「思いやり」などの意味ですが、私たち
は「心の底から相手を思う強く温かい気持ちと、
それを表す行動」と考えます。また、沖縄の歴史
や文化、伝統に根ざした、奥深いホスピタリティ
でもあると考えます。お客様に癒しと喜びと満
足を感じていただく為に、常に”ちむぐくる”を
もっておもてなしいたします。

3.地域社会へ貢献します。
私たちは、いつの時代も地域とともに歩みます。
良き市民としての責任を全うし、地域に住む
人々の生活、文化、発展に寄与する為に全力を
傾けます。

2.常に前進し続け、新しく
　豊かな価値を創造します。
私たちは、いかなる時代や環境の変化にも、真
摯に、スピーディに対応し、立ち止まることなく、
提供させていただく全ての商品・サービスの向
上、改善に全力を傾けます。

4.社員幸福を実現します。
私たちは、働く従業員ひとりひとりが幸せでなけ
れば、お客様にご満足いただく良いサービスを
ご提供することが難しいと考えます。互いの人
間性と個性を尊重し、各々が持つ才能（長所）を
伸ばすステージを与え、活き活きと働くことので
きる企業風土を心がけております。



人のよろこびを創りたい

アラマハイナ コンドホテルは、
沖縄屈指の観光スポット沖縄
美ら海水族館のある沖縄県北
部本部町に位置する、ロングス
テイ（長期滞在）対応リゾート
ホテルです。
全室オーシャンビューの客室は
「コンドホテル」スタイル。この
地で出会うのは、想像を超えた
沖縄です。

沖縄美ら海水族館を有する海
洋博公園が真向かいという好
立地の大型リゾートホテル。全
室オーシャンビューで、40㎡以
上の客室は長期滞在にも大人
気。ゆったりとした大浴場、屋
内外の大型プールで南国リ
ゾートをご堪能ください。

沖縄本島北部の中心地・名護は、
観光にもビジネスにも抜群のアク
セス拠点。沖縄美ら海水族館まで
車で25分、国際会議の会場として
有名な万国津梁館まで車で15
分。くつろぎの客室はもちろんの
こと、会議室、大宴会場、チャペル
も充実。様々なシーンにご利用く
ださい。

BISEから眺める夕日の素晴らしさ
は言葉では表現できません。広々
とした和洋室から、伊江島や瀬底
島、水納島の風景をお楽しみくだ
さい。沖縄美ら海水族館が目の前
という好立地。備瀬のフクギ並木
まで徒歩10分、今帰仁城跡までは
車で10分。沖縄の原風景と歴史
をお楽しみください。

やんばるは、沖縄の自然・風土・神秘が今も息づくエリア。そこで、私たちはコンセプトの異なった
４つのホテルと１つの商業施設を運営しています。大型リゾートホテルから、お客様に近いアット
ホームなサービスを行うホテル、チャペルや宴会場を備えたシティーリゾートホテル。コンセプト
は違っていても、どのホテルもやんばるの魅力をご堪能いただけます。そして私たちも明るく元気
に、おもてなしの心と笑顔でのサービスをいたします。

ゆがふグループは建設業、ホテル業、不動産業を通して地域に貢献する企業集団です。5つの企業
が心を一つに、互いに響き合う豊かな社会の実現と夢の広がりに向けて邁進し続けます。

私たちが目指しているのは
施設コンシェルジュです

THE TRUE RESORT
港川ホテル(仮称)は、現在浦添市に建設中の地
上17階建ての複合型ビル内に開業予定。9階か
ら17階がホテルで、客室120室、レストラン&ラ
ウンジ、スカイテラスプール等を予定しており、
空港より約20分の都会に滞在しながら豊かな自
然、滋味豊かな食材、人々の温もりを通して、沖
縄の原風景である“ヤンバル”を感じて頂く事を
コンセプトとしており、2022年夏のオープンを
目指します。

アラマハイナ コンドホテルに併設された
オキナワ ハナサキマルシェを彩るのは、
個性豊かな13店舗。レストラン、カフェ、
フードコートなど、沖縄の食の魅力を集約
したグルメエリアをはじめ、名産品を集め
たショップや華やかな賑わいを見せるイ
ベントスペースまで。
「マルシェ」の名にふさわしい多彩な魅力
が咲き誇ります。

ヤンバルと繋がる場所

賑わいが生まれる
歓びを深める

港川ホテル（仮称）2022年３月開業予定

make you smile,
make you relax
and make you happy



仕事のやりがいや大切にしている事
私が大切にしている事は“ちむぐくる”です。当社
では全社員が『ちむぐクレド』というカードを
持っています。それには30項目のアクションズが
記載されており、どれも当たり前の事が目標とし
て掲げられています。お客様はもちろん、会社の
仲間やお取引先、家族、地域の方々を大切にす
る想いが素晴らしいと感じています。その中でも
『私は人が好き！この気持ちを大切にします。』と
いうアクションズが一番好きです。人が好き、何
かしてあげたい。その想いが魅力あるサービス
を創っていきたいと私は考えます。

職場の雰囲気
私の職場は毎日笑いが絶えない職場です。ここ
で働いているスタッフは、とても好奇心旺盛で、
色々な所へ遊びに行きます。実際に自分で体験
し、楽しかった事をお客様に伝える事ができる、
とても素晴らしい仲間がいます。先輩スタッフ
は、悩み事や、相談したい事があると、親身に
なって聞いてくれます。お客様の事になると常に
本気で、より良いサービスを提供するために、お
互いに注意し、高め合うことができる環境です。

今後の目標
上司には『尊敬』、後輩には『愛』と言う気持ちを
忘れず、ホテルの知識やスキルをさらに
増やして行きたいと思っています。
お客様の喜びは自分の喜びと感じ、ご宿泊頂い
たお客様が「ここに泊まって良かった！」
「本部町に来て良かった！」と思って頂けるように
“ちむぐくるでおもてなし”を行って参ります。

学生の皆さんへメッセージ
私達のホテルでは日本人だけではなく、多くの
インバウンドゲストも宿泊されます。
日本にいながら毎日違う国の方と接する事がで
き、毎日違う発見があります。コミュニケーション
が好きな人はもちろん、人見知りで人と話す事
があまり得意でない方も、アットホームな環境で
すので、すぐに仲良くなる事ができますよ！一緒
に楽しく働ける日を楽しみにしています！

カルキ  プラディップ
ホテルゆがふいんBISE  宿泊課

フロント業務は大きく分けて4つの役割があります。主に
チェックアウトを担当する早番。その日のお問い合わせや、
予約・現場のコントロールする中番。主にチェックインを担
当する遅番。次の日のチェックインの準備や、現場のコント
ロール、その日の情報をまとめ、引継ぎをする夜勤。どれも重
要な役割であり、全てのスタッフが笑顔でお客様の対応を
行っています。また、お客様に合わせて、オススメの食事処
や、観光名所を案内するのも大切な仕事です。お客様の事を
想い、沖縄を十分に楽しんで頂く為のサポートをさせて頂
く、魅力的な仕事です。

こんなお仕事です！

K a r k i  P r a d i p
こんな会社です！
○若手スタッフが多く活躍しており

　風通しも良く活気がある会社です！

○若手スタッフの意見を含めて新しいものを取り入れ

　よりよい環境を創っていく文化です！

○地域連携をもって存在意義を示し、地元に頼られ

　地域の皆様を幸せにする。そんな企業を目指しています！

こんな会社です！
○若手スタッフが多く活躍しており

　風通しも良く活気がある会社です！

○若手スタッフの意見を含めて新しいものを取り入れ

　よりよい環境を創っていく文化です！

○地域連携をもって存在意義を示し、地元に頼られ

　地域の皆様を幸せにする。そんな企業を目指しています！

こんな人と仲間になりたい！
○”ちむぐくる”でおもてなしの想いに共感できる方！

○素直で感謝を忘れない心を持っている方！

○前向きで周囲の人をハッピーにするような

　人間味あふれる個性を持っている方！

○仲間と共に成長する努力ができる方！



仕事のやりがいや大切にしている事
私の一番のやりがいは、お客様からの喜びの声
や笑顔を直接拝見できること。それが仕事への原
動力になっています。また、私が料飲という仕事
を好んで続けているのは、技術（個性）を磨き、魅
せるサービスが出来るという点に魅力を感じてい
るからです。当ホテルのコンセプトでもある「人の
よろこびを創りたい」という想いを胸に、日々頑
張っています。

職場の雰囲気
チャレンジする仲間を快く応援してくれる雰囲気
があります。相談すれば忙しい中でもお休みを取
ることができ、検定受験や大会出場などチャレン
ジすることができます。チームで協力する雰囲気
が私達の職場にはあるため、チャレンジ精神を大
事にし、スタッフの可能性を広げる雰囲気こそが、
モチベーションアップに繋がっています。

今後の目標
今後は、名護の良さをもっと観光客に伝えられる
ように学び、地域活動にも参加していきたいと
思っています。また、技術、知識共に習得し、成長
していきたいので、資格取得には今後も力を入れ
ていきます。そして、今よりももっと“ちむぐくるで
おもてなし”の出来るホテリエを目指しています。

学生の皆さんへメッセージ
学校生活や、アルバイトをしながら進路を決めな
いといけない、大変な時期だと思いますが、社会
人としての自分自身の基盤となるのが最初に就
職する会社だと思います。しっかり考え、自分自身
が1番やりたい、この会社に入りたい！と熱く思え
る所を目指してほしいと思います。夢に向かい頑
張っている皆さんを応援しています。

中山 愛里
ホテルゆがふいんおきなわ
料飲課 

私は料飲課に所属し、主に宴会サービスを担当
しています。結婚披露宴や生年祝い、忘新年会、
会議など様々なシーンをサポートする「縁の下の
力持ち」となるのが宴会サービスのお仕事です。
また、進行が円滑に進むように、事前のセッティ
ングからお客様のお出迎え、料理、ドリンクの提
供、音響照明といった幅広い役割を担います。

こんなお仕事です！

A i r i  N a k a y a m a

仕事のやりがいや大切にしている事
客室の仕事は、裏方の仕事で華やかさには欠け
ますが、お客様に寛いで頂くための大切な「見え
ないサービス」です。お客様と直接関わる機会は
少ないですが『ありがとう』のお言葉を頂いた時
はこの仕事をやっていて良かったと感じます。『ま
た来たい‼』と思って頂けるホテルを目指し快適
に寛げる空間づくりに励みます。

職場の雰囲気
当社では幅広い年齢のスタッフが活躍していま
す。客室係は若手スタッフが多く、みんなで助け
合い、コミュニケーションを取りながら頑張ってい
ます。明るく、和気藹々とした職場で、役職や年齢
に関わらずチームワークが良く、一丸となって
日 “々ちむぐくるでおもてなし”を実践しています。

今後の目標
思いもよらないお客様のご要望などに対し、まだ
経験が浅く慌ててしまう事があります。日々経験を
重ね、落ち着いた対応を目指し、出来るだけ丁寧
に、かつスピーディーに行動出来る様に努めてい
きたいです。数あるホテルの中から当ホテルをお
選びいただいた、お客様の更なる“満足度向上”を
目指して頑張ります。

学生の皆さんへメッセージ
学生の頃とは違い、ガラッと環境も変わるので大
変な事も多いですが、ホテルの仕事はとてもやり
がいを感じられる仕事だと思います。私も学生の
頃感じていたように、皆さんも不安な気持ちがあ
ると思いますが、ゆっくり一緒に頑張っていきまし
ょう！前田産業ホテルズの一員として一緒に働け
るのを楽しみにしています。

豊里 美波

*客室清掃指示書を作成し、ハウスキーパー（客室清掃係）とブ
リーフィング(打合せ)
*宿泊ゲストがチェックインされるまでの間に、清掃を仕上げた
客室のインスペクション(最終点検)やメンテナンス
*ハウスキーパー・フロント係・宿泊予約係と連携し、客室オペ
レーションのコントロール
*客室の備品・消耗品の管理
*ゲストのオーダーに対して、客室へ伺い対応

こんなお仕事です！

M i n a m i  T o y o s a t o

ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ
宿泊課客室係



仕事のやりがいや大切にしている事
鉄板焼きを担当するときは、お客様の食べ物の好
き嫌いやアレルギーがないか、年齢層を見て食
材の味付け、食材を切る大きさ、盛り付け、次の料
理を出すタイミングを考えながら、お客様のニー
ズに応えられる様に心がけています。
お客様に「おいしかった」の言葉を言ってもらえた
時は、この仕事をやっていて良かったと思います。

職場の雰囲気
厨房の雰囲気は料理長や一緒に働く調理人で変
わってくるとは思いますが、私たちのホテルでは
料理長をはじめ、他のスタッフもお互い日々助け
合いながら業務をすることが出来ていると感じま
す。皆さんとても親しみやすく相談なども気軽に
出来るので、とても働きやすい環境だと思いま
す。

今後の目標
仕込みをいかに早く丁寧に出来るか、仕込みの段
取りを考えながら、効率良く仕事をしていきたい
です。アレルギーをお持ちの方や宗教上食べられ
ない食材がある方、老若男女問わずホテルのレ
ストランには様々なお客様が訪れ、求めるものも
それぞれです。お客様の要望にはなるべくお応え
したいので、実現出来る方法を見つけてお客様に
喜んでもらえるような仕事をしたいです。

学生の皆さんへメッセージ
ネットなどに掲載されている情報だけだと自分に
合った職場かを判断するのは難しいと思います
し、わからない事に対してはやっぱり不安も多い
と思います。
少しでも自分が気になった会社があれば、インタ
ーンシップや厨房の見学、レストランに行って食
事をしてみる等、実際に足を運んでみてそこで働
いているスタッフや雰囲気を知る事も、職場を決
める良い判断材料になると思います。

伊良皆　茜
ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ
調理課 

マハイナにはレストランが2店舗あります。
ビュッフェレストラン「マーセン」と私の所属す
る和食レストラン「泉河」です。仕事は主にディ
ナーの営業とそれに向けての仕込みですが、ま
れに団体のランチやお弁当の予約が入ること
があります。泉河には鉄板焼きのコーナーもあ
り、私も焼き手の一人として担当しています。

こんなお仕事です！

A k a n e  I r a m i n a

仕事のやりがいや大切にしている事
ありきたりですが、やはりお客様からの「ありがと
う」「あなたがいてくれて良かった」というお言葉
を頂けた時、直接でなくても、自分が力を注いだ
部分にお客様が触れ、笑顔になっている場面を
見ることが出来た時に頑張って良かったと思いま
す。また、難しいリクエストでもお客様には苦労は
見せず、ご希望を叶えられるような対応をいつも
心掛けています。

職場の雰囲気
それぞれがホテリエとしてのプライドを持ち、お
客様に喜んで頂けることを第一に考えている仲間
がいます。そのため、時には他部署間で意見をぶ
つけ合うこともありますが、いざという時には助
け合い、協力し、お客様の期待に応えるために本
気で仕事に取り組む環境があります。

今後の目標
1件でも多くの“ありがとう”と笑顔に出会う事で
す。その為に、お客様から相談やアドバイスを求
められた時などは一緒に悩み、考え、「例えばこう
いうのはいかがでしょうか？」「このような方法も
ありますよ」と出来るだけ多くの選択肢をご案内
出来るよう心掛けております。

学生の皆さんへメッセージ
たくさんのホテル・サービス業がある中で、企業
調べ・会社訪問はたくさん行って良いと思います。
その中で自分に合った職場を見つけてください。
人と接していて楽しい！お客様の為に頑張りたい！
と思える人とお仕事出来ることを楽しみにしてい
ます。

大城 華乃

私の部署では結婚式をお考えのお客様をはじ
め、結納・生年祝い・宴会・会議などの打ち合わ
せを重ね、当日を最高な形で迎えられるようサ
ポートするお仕事をしています。
お客様のニーズを引き出すことは簡単な事で
はありませんが、お客様のご要望以上の商品を
提供する為に大切な仕事だと考えています。

こんなお仕事です！

H a n a n o  O s h i r o

ホテルゆがふいんおきなわ
料飲課宴会予約ブライダル



仕事のやりがいや大切にしている事
お金を扱う仕事なので、一つ一つの業務を正確
にやる事を心掛けております。ミスをする事も沢
山ありますが、学ぶ事の方が多いので日 と々ても
勉強になります。一つ一つの業務がどこかの業務
に繋がっている為慎重になる事もありますが、そ
の分達成感もあるのでやりがいを感じています。

職場の雰囲気
お金を扱う部署なので神経質になるところはあり
ますが、分からない事や迷った事を質問、相談で
きる雰囲気です。
ホテルの規模によってホテル担当者の業務内容
に差はありますが、業務について皆で話し合って
効率化を図っています。

今後の目標
売上の管理や経費入力、支払業務や月末の資料
作成など、日々業務は沢山ありますが、しっかり理
解しながら正確にこなしていきたいです。まだ不
慣れな部分もありますが、焦らずに頑張ります。

学生の皆さんへメッセージ
経理は裏方の仕事ではありますが、多くの部署と
関わりがあり、会社にとって重要な部署になりま
す。大変ではありますが、その分達成感があり学
ぶことも沢山あります。就職活動の時期は自分の
人生を決める大事な時期なので、自分の気持ち
に正直になって、やりたい事を見つけられるよう
願っています！

金城 伶奈
ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ
経理課 

経理課では、企業活動に伴うお金の流れを管
理することが主な仕事です。
お金の流れを管理することで会社が行う様々
な活動を数値化し、日々の帳簿作成から週・月
次データの集計、一年に一度の決算業務から
法人税等の申告、
納税業務などその内容は多岐にわたります。

こんなお仕事です！

仕事のやりがいや大切にしている事
お客様が困っているとき、何か問題が起こった時
にそれを解決できたときや、お客様に「ありがとう
」と言われたときにやりがいを感じます。大切にし
ていることはお客様が求めている情報、サービス
を提供することです。まだまだ私には足りない部
分ですが、お客様それぞれに合ったスピード、リ
ズムで話すように心がけています。

職場の雰囲気
インフォメーションデスクは少ないメンバーでは
ありますが、関係性がよく助け合いができるチー
ムです。互いにフォローしあったり、学びあったり
することも多く、メンバーに感謝しながら働いて
います。また、子育てをしながら働いていますが、
家庭と仕事の両立ができる職場だと思います。

今後の目標
今あるものをただ販売するだけでなく、工夫して
利益につながることを考え、会社や地域に貢献で
きるようになりたいです。また常にお客様目線で
考え、お客様に喜ばれるサービスを提供していく
ことです。その為には自分自身のレベルアップが
必要なので、語学の勉強や研修など積極的に
行っていきたいです。

学生の皆さんへメッセージ
就職活動をしていた頃、やりたいことに自信がな
く、中途半端な選択をしてとても苦しんだ時期が
ありました。今やりたいことに躊躇している、自信
がないなど悩んでいる皆さん、是非やりたいこと
から逃げず、まずは挑戦してほしいです。その結
果失敗しても自分が選んだ道なので得るものが
大きく必ず成長できると信じています。

浦崎　茜

各種チケット販売（美ら海水族館等観光施設
やバスなど）や、アクティビティ手配、レンタ
カー手配、近隣観光情報案内、系列ホテルの
紹介など、業務内容は多岐にわたります。ま
た、お問合せに対してのメール返信、電話対
応、外国人観光客の対応を行っており、時には
通訳や翻訳をすることもあります。

こんなお仕事です！

A k a n e  U r a s a k i R e i n a  K i n j o

マハイナ オキナワンヴィレッジ
インフォメーション



仕事のやりがいや大切にしている事
営業部は、ホテルの売り上げに直結する部署で
す。責任の重さはもちろん感じますが、同時にそ
れがやりがいに変わります。
その中でも大切にしていることは、「今」だけでは
なく「先」を意識するということです。世の中の流
れに大きく影響される業界だからこそ、常に学ぶ
姿勢でいなくてはいけないと考えています。

職場の雰囲気
普段は本社で勤務をしていますが、部署内のコ
ミュニケーションは取りやすい環境だと感じます。
業務上、ホテルの現場で働く他部署の方との意思
疎通も必要なので、定期的に現場へ足を運び、コ
ミュニケーションを取ることも大切にしています。
現場のスタッフが明るく接客する姿を見て、私も
頑張ろうという気持ちになります。

今後の目標
私は、WEBセールスの担当になってからは日が浅
く、まだまだ教えていただくことばかりの毎日で
す。早く先輩方と同じくらいの業務・営業知識を身
に付け、売上に貢献できる存在になりたいと日々
感じています。
毎日、「昨日の自分よりもレベルアップ」しているよ
うに、努力し続けることを忘れずにいたいです。

学生の皆さんへメッセージ
私は就活中に会社訪問をし、理念でもある“ちむ
ぐくるでおもてなし”に直に触れてから、ここで働
けることを誇りに思っています。ホテル業界は一
見華やかですが、体力勝負の場面もたくさんあり
ます。そのギャップに戸惑いも感じるかもしれま
せんが、やりがいはとてもある仕事です。皆さんと
仕事ができる日を楽しみにしています。

宮城 いづみ
営業部 営業課 WEBセールス担当

宿泊プランを作成し、WEB上にある各旅行予
約サイトに、ホテルの客室を販売することが
主な業務です。ホテルを予約する際にWEBサ
イトを使う方は年々増え、幅広い世代のお客
様が利用するようになりました。どのお客様か
ら見てもわかりやすく、かつ、多様なニーズに
お応えできるような商品作りに励んでいます。

こんなお仕事です！

仕事のやりがいや大切にしている事
大局的に物事を見る経営と、細かい点までニュア
ンスを感じ取る運営の双方の視点をもつために
幅広い知識と経験が求められます。社会にあふれ
る様々な情報、そばにいる上司や先輩方の言動
や考え方を噛み砕いて、自身の教養として吸収し
ていくことを意識しています。それらの知識や自
分だけの経験が活かせたときはやりがいを感じ
ます。

職場の雰囲気
上司・部下、先輩・後輩関係なく意見を積極的に
出せる環境であると感じます。意見の根拠にはそ
の人独自の知識や経験やセンスがあるという考
えから、アドバイスを頂くときも別の視点や見落
としていた要素を気づかせてくれるような形で提
言されるため、全員がお互いを尊重していると感
じます。

今後の目標
観光業界での経験が浅い私は、知識も経験もセ
ンスも他の方々に遠く及びません。積極的に社内
外の様々な方々と関わりをもつことで幅広い知識
や経験を蓄え人脈をつくり、センスを磨いて柔軟
に対応できるようになっていきたいと考えていま
す。いずれ「困ったらまず宮城」と思って頂けるよ
う頑張ります。

学生の皆さんへメッセージ
現場運営スタッフ、本社経営スタッフ、部署は違い
ますがお客様に楽しい思い出をつくってもらいた
い、満足してもらいたいという想いは一つです。ス
タッフが心から「ここで働いていてよかった」と思
えるような環境の実現を目指して改革を進めてい
く会社ですので、ぜひ見学にいらしてみてくださ
い。

宮城　圭
本社　経営企画部

経営企画部は、中長期的な経営計画の策定や経
営戦略資料の作成、業務の効率化の提案、運営
状況の評価等を行います。また内部統制や新規
事業案件の情報収集、社長特命事項といった
「経営陣の補佐」的な役割を担っております。私
個人の業務内容としては、現在、社内情報共有シ
ステムの導入・運用などに関わっております。

こんなお仕事です！

K i y o s h i  M i y a g iI z u m i  M i y a g i



昇給：あり
賞与：あり（年2回以上）

社保完備、ホテル利用時割引あり、独身寮、食事補
助、社内レクリエーション、誕生日ランチ会、自己啓
発支援

　　
雇用形態：正社員
募集職種：

初任給：2018年度実績

①宿泊部門…フロント業務全般・客室管理業務全般

②料飲部門…レストランサービス・宴会サービス、フェア企画

③調理部門…レストラン及び宴会での調理・料理の盛り付けなど

採用実績校：

勤務地：名護市・もとぶ町
勤務時間：シフト制
休日・休暇：月8日、年次有給休暇、慶弔休暇あり

大 学 卒　  150,600円　専門学校    148,200円

早稲田大学、青山学院大学、成城大学、琉球大学、名桜大
学、沖縄国際大学、沖縄大学、沖縄キリスト教学院大学、セ
ントラルフロリダ大学、長崎国際大学、沖縄キリスト教短期
大学、実践女子大学短期大学部、専門学校日本ホテルス
クール、東京YMCA国際ホテル専門学校、専門学校那覇日
経ビジネス工学院、専門学校日経ビジネス、専修学校イン
ターナショナルリゾートカレッジ、琉球調理師専修学校、沖
縄調理師専門学校、沖縄職業能力開発大学校、専門学校ラ
イフジュニアカレッジ等


