
フードビジネス、調理、接客、営業、マーケティング
ブライダル・・・ ホテルは経営からサービスまで
幅広い分野の仕事が集まる総合企業です。
沖縄が世界的なリゾートとして注目されている今
ロワジールではグローバルな感覚を磨きながら
多面的なビジネススキルを身に付けることができます。
あなたの笑顔で世界中のお客様を
笑顔にしてみませんか？

ようこそ「笑顔が集まる場所」ロワジールへ！

株式会社 ロワジール・ホテルズ沖縄

Smile Community
～笑顔が集まる場所～
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2018年、技能五輪という全国大会に出場しました。最初は私のよ
うな新人が、全国から集まったスペシャリストに肩を並べて技能
を競えるのか身がすくむ思いでした。そんな中、先輩方の励まし
や適切なアドバイス、全面的なフォローがあったおかげで頑張り
とおすことができ、銅賞という思ってもいないメダルをいただく
ことができました。

ロワジールホテルは、アットホームで楽しい職場です。色々な部
署があり、たくさんのことを経験でき、新しいことに挑戦するサ
ポート体制もしっかり整っています。これからも挑戦する意欲を
大切にして、接客サービスの質を向上していきたいと思います。

このホテルで素敵な思い出をつくっていただくために、私たち
はその気持ちを共有し、日々どのように対応したらお客さまに
喜んでいただけるかを考え、より良いサービスを提供できるよ
うに取り組んでいます。私が対応したお客さまに笑顔をいただ
いたり「ありがとう」とお声をかけていただいた時には、本当に
やりがいを感じます。それがこの仕事の魅力です。

今後、国内外の多様なお客さまにしっかり対応するために言語
や作法はもちろん、宗教などについても幅広く勉強し、対応でき
るようになりたいです。これからは後輩たちにも私が学んだこ
とをしっかり伝えていき、見本となるような先輩になりたいと
思います。

料飲部 料飲サービスグループ
フォンテーヌ
川上 ひなのさん(2018年入社)
沖縄職業能力開発大学校　
専門課程ホテルビジネス科 卒業
趣味：バスケットボール

10人の仲間と共に
ロワジールホテルに入社。
ホテルマンとして働く
意義をしっかり胸に

刻みます。　

入社式

4月＠ロワジールホテル那覇

入社１年目で大舞台に！
ロワジールホテルのサポート体制で実現しました。

スキルアップもチームワークでの取り組みも
すべてはお客さまの笑顔のために。

宿泊部 フロントグループ
フロント
太田 菜月さん(2017年入社)
琉球大学 理学部
海洋自然科学科 生物系 卒業
趣味：スキューバダイビング・散歩

フロントのお仕事の
ポイントお 仕 事

太 田さんの

早朝ご出発のお客さまや
体調不良のお客さまなど、
もれなく引き継ぎを行い、
お客さまの滞在を
サポート。

情報共有
スタッフ間の引き継ぎ

Point 3

お客さまのお出迎えと
お見送りを担当する
ホテルの顔とも言える
重要なポジション

です。

おもてなし
チェックイン・アウト

Point 1

お客さまのご要望に
スピーディーに
対応します。

柔軟性
客室リクエスト

Point 2

宿泊・飲料部を中心に、
フロント・ハウスキーピング

レストランなど
各セクションで実務を

学びます。

OJT( 現場研修）

６ヵ月間

第56回技能五輪全国大会
レストランサービス部門に
ロワジールホテルの
代表として出場し、
銅賞受賞！

キャリアアップ

@沖縄

入社から今までの
研修過程キャリアステップ

社会人としての基礎知識、
ホテリエとしての役割や
目標などの理解を深め、

マナー、技能を
身につけます。

新入社員研修

約３週間
入社後の様々な体験を
振り返り、さらなる成長と
職場での実践に向けて
入社半年後に
研修を行います。

フォローアップ研修

入社半年後 @ 東京

外国人観光客の方々への
語学対応力や文化の違いに
対する知識、心づかいが
必要となります。

グローバル化
語学力＆対応力

Point 4

BSSMトレーニングで、ホスピ
タリティの高い同じ志を
持って働けるようトレー
ニングを行います。

知識・
スキルアップ

BSSMトレーニング

Point 5

第56回技能五輪全国大会　
レストランサービス部門　銅賞受賞
 

川 上さんの

技能五輪「銅賞」受賞技能五輪競技中

※BSSMとは
　B (ブランド) S (サービス)
　S (スタンダード) M (マニュアル)
　を意味します。
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社員食堂で昼食後、
休憩タイム。

しっかり休んだ後は
ディナースタンバイ。

休憩・食事

14：00～15:00

釣銭確認、予約状況の
確認、料理出しなど
ランチスタンバイを

行います。

出勤

11：00

職場で後輩への指導を行ったり、
社外でも泡盛マイスター協会や
BMC(全国宴会支配人協議会)
沖縄や専門学校で講師

として活動。

【育成】
講師として活動
社内・社外

スペシャリストを目指し、
料飲サービスの
国家資格である
HRS１級を取得。

【資格】
ＨＲＳ技能検定
HＲＳ１級取得

ホテルは様々な人との出会いの場です。特に私が働いているBar
では、普段出会うことのできない企業の社長様や、世代の違う方
のお話が伺えて、それが勉強になっています。バーテンダーとは、
カクテルの技術やお酒の知識などのスキルがあれば成り立つ仕
事ではありません。接客術はもちろん、お客さまに楽しんでいた
だける会話術、お好みを察し最上の1杯をつくる気遣いなど、
総合的な能力が必要となります。

さらに自分の力を高めるためにも、努力を重ね様々な資格を取得
し、数々の賞も獲得してきました。資格取得のために海外へ２週
間渡った際も会社や先輩方の手厚いサポートをいただくなど、
大きな支えとなることが沢山あり、感謝の思いでいっぱいです。
これまでに培った貴重な財産を日々活かしつつ、これからは後輩を
はじめ、人材の育成にも積極的に取り組んでいきたいと思います。

私は、学生時代に接客のアルバイトの経験から、たくさんの人
と出会える仕事にあこがれてこの世界に飛び込みました。数あ
る接客業の中でもホテルは国内や外国の方たちだけでなく、地
域の方たちまで幅広く接することができる魅力ある仕事だと
思います。今、私はレストランでサービス部門を担当していま
すが、今後はさらに様々な部署の仕事にもチャレンジして、
もっと多くの人と出会い、お話ができる機会を増やしていきた
いと考えています。

もちろん、ホテル以外のことを学ぶ時間も大切です。だからこ
そプライベートの充実もおろそかにはできません。しっかり働
き、しっかり自分の時間を持つ。ロワジールホテルは、そんな働
き方ができる理想的な職場環境です。

取得した資格／受賞履歴
人材育成

努力と研鑽の日々で得た成果は、
周囲の支えあってこそのものです。

ONとＯＦＦの切りかえも大切。
ロワジールホテルで“私らしく”輝く！

料飲部 料飲サービスグループ
プラネート
平良 恒人さん(2016年入社)
沖縄県立豊見城高等学校 卒業
趣味：読書・ドライブ・お酒
　　 子供と遊ぶこと

料飲部 料飲サービスグループ
花風
古見 穂乃香さん(2018年入社)
沖縄国際大学 総合文化学部 卒業
趣味：ショッピング・カラオケ
　　 ゲーム・化粧品集め

出勤から退勤までの
1日の流れお 仕 事

古見さんの

沖縄のスピリッツ(精神)
泡盛の普及拡大のために設立され
た協会。沖縄だけでなく国内外

からも注目される
資格です。

【資格】
泡盛マイスター

泡盛マイスター協会認定資格

【受賞】
台湾ゴールデンカップ

国際カクテルコンテスト2018

準優勝
2018年11月に台湾
桃園市で開催された
コンテストのカクテル
プロフェッショナル

部門。
【受賞】

琉球泡盛 カクテルチャレンジ
アジアカップ2019
優勝

泡盛マイスター協会主催の大
会で戴冠。最優秀者に贈られ
る「内閣総理大臣賞」も
授与されました。

ランチ営業

11：30～14：00
ゲストのご案内、

ビュッフェ料理の差し替え、
バッシング(お皿などの
食器を下げること)、

精算対応。

ディナー営業
17：30～20:00
ゲストのご案内、オーダー
テイク(注文受付)、テーブル
リセット、ゲストのお見送り、

精算対応して
退勤。 

OFF

休 日
毎日頑張れるのはオフが充実し
ているから！有給休暇も取りや
すく先輩たちのようにいつ
か海外旅行へも行き

たいです。

【資格取得】
■HRS１級(国家資格)
■国際バーテンダー協会認定
　エリートバーテンダー
　 （シンガポールにて取得）
■テキーラマエストロ
■泡盛マイスター
■スピリッツ検定上級
■ビール検定上級
■ホテル実務検定ベーシック2級

【受賞】
■カクテルコンペティション
　上位入賞(10数回)
■コリアンカッププロ部門　第３位
■台湾ゴールデンカップ
　国際カクテルコンテスト2018　準優勝
■琉球泡盛カクテルチャレンジ
　アジアカップ2019　優勝
　(第15回 内閣総理大臣賞受賞)

2018台湾ゴールデンカップ
準優勝カクテル

「プレシャスハニー」

第16回沖縄カクテル
コンペティション 優勝カクテル
「エターナルローズ」

2018年

2019年

キャリアステップ
平良さんの

琉球泡盛カクテルチャレンジ
アジアカップ2019 優勝
「グレートフル サンセット」
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学生時代からブライダル業界への就職を志望していました。就職
活動でもブライダル関係の会社を中心に活動しましたが、ロワ
ジールホテルに決めたのはスタッフ間のコミュニケーションの良
さや、のびのびと働ける環境に魅力を感じたからです。ここで働け
たら、やりがいが持て、色々なことに挑戦しながら楽しく働けると
思えました。

その思いが実現し、今は会社のサポート体制もあり「パパママ・
キッズ婚プランナー」の資格も取得して活躍の場も広がっていま
す。これからは時代のニーズに対応して、さらに新郎新婦さま、ご
家族さまの「一番のこだわり」に寄り添うプランナーを目指して、
チームや会社の期待に応える人材となれるよう頑張りたいと思います。

現在、調理師試験に向けて、仕事後や休日に勉強中です。私にはい
ずれベーカリーに異動して、沖縄の農産物を使ったお菓子をつく
る夢があります。現在レストランでビュッフェ担当として働いて
いますが、様々な食材の扱い方や調理法はもちろん、先輩方から
様々な技術を教わったり、アドバイスをいただいたり、時には総
料理長に直接指導を受ける機会があったりとすべてが貴重な勉
強です。季節ごとにメニューが変わることも色々な料理を学べて
大変勉強になり、ありがたいです。

私はベーカリーで働きたい夢がありますが、ロワジールホテルに
は、新しい可能性に挑戦できる環境があります。料理人としての
スキルアップ、幅を広げるならここ！柔軟なサポート環境が一番
の魅力です。

当日の現場を担当する
宴会サービススタッフと

内容を細かく
打ち合わせ。

新規ご来店から
挙式・披露宴までの流れ

新郎新婦さまの
ご要望をしっかり
ヒアリングし、希望に
沿ってご提案。

新規ご来店
挙式・披露宴のご相談

オンリーワンの結婚式ならロワジールホテルで。
もっと頼られるプランナーを目指しています。

新しい可能性と夢にチャレンジ！
充実したサポート体制が魅力です。

営業統括部 営業部 ブライダルグループ
東恩納 里帆さん(2016年入社)
沖縄大学 人文学部 国際コミュニケーション学科
国際交流コース 卒業
趣味：カフェ巡り・雑貨屋さん巡り

料飲部 調理グループ
フォンテーヌ／調理
城間 はるかさん(2017年入社)
琉球調理師専修学校 製菓衛生師科 卒業
趣味：音楽鑑賞・カフェ・パン・ケーキ屋さん巡り

内容を具体的に決め、
新郎新婦さまを
リードしながら
徹底サポート。

準備期間
プランニング

挙式・披露宴前
現場引き継ぎ

一生に一度の大切な日。
当日の成功と
お2人の未来を
温かくお見届け
します。

挙式・披露宴当日
お迎え＆お見送り

挙式・披露宴後は
お写真やDVDのお渡し。
その後も季節の
ご挨拶状で
交流を継続。

アフターフォロー
お礼・お写真納品

翌日に使う野菜のカット、
パスタソースの仕込み、

翌日の朝食の
仕込みなど。

ランチ
営業後の仕事①

仕込み

自分が使った
スペースの清掃。
遅番スタッフへの
引き継ぎ。

営業後の仕事②

片付け・清掃ガスの大元開栓。
オーブンやフライヤーの

点火。

出勤

機材の立ち上げ

朝食メニュー(ごはんのお供、
みそ汁やポタージュ、パスタなど)
の仕上げやチェック。朝食券
利用状況の事前確認。

朝食営業

準備及び提供

予約状況の確認。
揚げ物・パスタや
温製野菜などの
仕上げ。

ランチ営業

準備及び提供

お 仕 事
東恩納さんの

出勤から退勤までの
1日の流れお 仕 事

城間さんの
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ホテルで働くことの魅力を一言でまとめると、様々な仕事があ
ることだと思います。フロントの業務だけでなく、それ以外に
もハウスキーピング、レストランでのサービスや、ロビーサー
ビス、さらに婚礼から宴会、営業などが一体となってホテルは
運営されており、色々な職種を経験することができます。言い
換えればそれだけ仕事のフィールドが幅広く、専門分野でもマ
ルチプレーヤーとしても活躍する場があるということ。

そのうえで忘れてはいけないのは「人」が相手の仕事であるこ
とです。それぞれの分野が結束して、お客様の立場に立って常
に「最適解」を探す日々。キャリア形成の場としてこれほど魅力
ある職種はありません。

宿泊割引、レストラン
の割引、温泉施設の利
用割引が利用でき
ます。

在職中に病気やケガに
より働けなくなった場合に、
収入の6~8割を60歳まで
補償する、団体長期障害
所得補償保険を取り
入れています。

　　

女性にも働きやすい
職場を目指しています。
育児休暇の利用数が多く、休暇後
の職場復帰もしやすい環境です。
育児をしながらキャリアも継続
するスタッフも多く、女性も
安心して働けます。

入社３、４年目の年齢の
近い先輩との親睦会。日頃
聞けないことも気軽に
質問できる貴重な場
です。

気軽に参加できる親睦会。
もちろんお酒が飲めな
くてもOK！

働きやすい職場環境づくりを行うことが、
お客様に質の高いサービスを提供することに繋がる。
わたしたちは、スタッフ1人1人がゆとりのある充実した毎日を送ることが
できるよう、福利厚生を充実させる取り組みをしています。

年齢・職種をこえてスタッフ同士の情報交換ができる場を
設けることでコミュニケーションの輪が広がり、
よりよいサービスに繋がると考えています。

育児休暇

優待制度

保険（GLTD）

ビーチパーティ
ボーリング大会
忘年会・新年会

新入社員と
先輩の親睦会 社員同士の情報交換の

場として実施しています。
また、四半期で活躍した社員
を讃える社員表彰もあり
ます。

スタッフ
ミーティング

宿泊予約のお仕事の
ポイント

働き方もやりがいも多種多様。
それがホテルで働く魅力です。

営業統括部 営業部 宿泊予約グループ
村田 康之さん(2017年入社)
琉球大学 法文学部
総合社会システム学科 卒業
趣味：旅行・旅行先でのホテル宿泊
　　 食べ歩き

メール対応

社内・お客さま

手配業務

リクエストへの対応

福 利 厚 生

社 内 イ ベ ン ト

お 仕 事
村田さんの

休日・休暇

有給休暇

年間の合計休日数
１０7日

連休の取得も推奨しています。

初年度１０日
半日年休制度有

予約の取り込み内容と
手配したお部屋の内容に
相違がないかの確認。

予約確認業務
メールチェック

Point 1

新規の宿泊予約の受付や、
客室、館内の施設、宿泊プランに
関するお問い合わせに対し細
かくご案内し、お客さまの

ご質問を解決。

電話対応

お客さま・旅行会社

Point 2

Point 3

Point4 フロントやレストランなど、
関係部署にも手配内容の
引き継ぎを行います。

引き継ぎ

スタッフ

Point 5

社内でのメール対応に加え、
お客さまからのお問い
合わせメールにも
速やかに返信。

お花・ケーキ・離乳食
クリーニングなどの多様な
ご要望をお客さまから
お伺いし、各担当部署

に手配。
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ロワジールホテルは沖縄県を代表する那覇市内最大の部屋数
を誇るホテルです。
開業以来沖縄ホテル業界のリーディングカンパニーとして歩む
当社の強みは人材とチームから形成される個性溢れるサービス
マインドです。また、若い世代からユニークな企画提案なども新
たなサービス提供に活かされる機会もあり、経営理念にあるイノ
ベーションは出来るだけ若い方の意見やアイデアを軸に将来の
ロワジール創りに参加いただければといった思いもあります。
観光が日本経済において重要な基幹産業になる今日、ホテル
運営も世界の投資ビジネスとした新たな手法が創出されており
ます。
マーケティングを中心としたレベニューマネ
ジメント、ユニフォーム会計、ＦＣを含むアナ
リスト業務など取り入れ新機軸のホテル運
営プロ集団を目指しております。
今後成長し続けるロワジールに熱い思いと
挑戦する姿勢を持った仲間が加わって
頂けることを心より期待しております。

街と共に、
お客様の人生をより楽しく、
より豊かに。
旅や出張は、長い人生のほんの一瞬かもしれない。
けれど、その一瞬がどんな時間よりも、
大切なものになり得ることを私たちは知っています。
忘れられない思い出を、人生にもっと。
お客様が訪ねた街と共に、
楽しく豊かに過ごせる場所の提供を目指します。

さあ、新しいホテルを創造しよう。
私たちがめざしているのは、街と深くつながることので
きるホテルづくりです。
その街が辿ってきた歴史や育んできた文化、そこに暮
らす人々がつくりだす空気を、ホテルの個性としてサー
ビスや空間に取り込んでいくこと。
すべてのホテルを画一的につくるのではなく、
一つひとつの街と真剣に向き合って、一つひとつのホ
テルを丁寧につくっていく。
新しいホテルの形をソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ
は発信していきます。

MISSION VISION

メッセージ
株式会社ロワジール・ホテルズ沖縄
ホテル運営・経営
〒900-0036 沖縄県那覇市西3-2-1
098-868-2222
098-860-2000

北海道営業所 ・東京営業所 ・大阪営業所 ・中部営業所・九州営業所
ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

会 社 名
事 業 内 容
所 在 地
T E L
F A X
総 支 配 人
営 業 所
運 営 受 託

藤井　幸

総支配人  藤 井  幸

企 業 理 念

会 社 概 要

チェックインやチェックアウトの対応、会計、宿泊予約の管理、案内業務などを行います。
お客様の窓口となり、ホテルの顔とも言えるポジションです。

部 署 紹 介

フロント

株式会社ロワジール・ホテルズ沖縄

ロビーサービス

ハウスキーピング
宿 泊 部

料 飲 部

営 業 部

バンケットセールス部

レベニュー＆
マーケティング部

H R 部

経 理 部

アミューズメント

宴会サービス

調　理

宿 泊 予 約

宿 泊 販 売

宴 会 予 約

ブライダル

マーケティング

W E B 販 売

H  R

施 設 管 理

経　理

購　買

レストランサービス

ホテル正面玄関でお客様をお迎えしたり、チェックイン手続きを終えたお客様を
お部屋まで案内したりと、お客様がスムーズにホテルをご利用できるようにサポートします。

客室の清掃やベッドメイキング、備品の補充、点検など部屋の品質管理を行います。
お客様に快適に過ごしていただくため、ホテルのブランドやイメージを守るための重要な存在です。

主な任務はプールの監視。プール利用者の安全を常に確認する集中力が必要な仕事です。
また、温泉施設を快適に利用していただくための業務も行います。

レストラン内での接客サービスが主な仕事です。雰囲気を演出したり、
お客様を会話でもてなしたりと、料理やマナー、コミュニケーションスキルなど様々な知識が身につきます。

営業と連携を取り、宴会内容（披露宴、パーティー、会議など）に応じて、
会場設営や当日のサービス全般を行います。

予約やお問い合わせに対応する窓口。宿泊のお客様が最初にホテルスタッフと接する部署なので、
ホテルの第一印象を決める重要なポジションです。

法人や団体、旅行代理店等に向けて
ホテルの施設や宿泊プランなどのサービスの営業・提案などを行います。

宿泊予約とは別に、宴会専用の予約担当部署。結婚披露宴、パーティー、会議・セミナーなど、
宴会場の予約や会場利用状況を管理する業務です。

結納・結婚式の新規相談・プランニング・ブライダルフェアの企画などを行います。
ご要望をヒアリングし、希望に沿って提案をし、お2人だけの結婚式をつくりあげます。

顧客ターゲットの設定から、ブランド戦略、プロモーション戦略の企画、立案、実行まで担う部署です。
戦略の方針で、ホテル経営に大きな影響を与える仕事です。

WEBサイトをデザインしたり、ホテルの商品、企画、イベントの情報を随時発信したりと、
WEB上でホテルの広告・宣伝を行います。

組織全体に関する業務を扱います。契約関係、防災対策、社内行事などホテル運営に関わる業務を担うため、
担当領域が広く会社の要となる部署です。

ホテル施設の運転・保守点検を行う部署。電気、空調、給排水、防災設備の管理など、
設備を常に安全な状態に維持管理する重要な仕事です。

ホテルの経理業務は、収納担当・クレジット担当・経理担当の３つに分けられます。
会社の方向性や将来性を決める大事なデータを扱う部署です。

ホテル全体における購買・倉庫管理業務。
食料品、飲料品、食器類、消耗品等、ホテルの購買を全て扱い管理する仕事です。

ホテルの営業展開の中で、宿泊部門に次いで重要なセクションです。宴会や会議、セミナーなど
大型案件の受注が発生したりと、目標も大きくやりがいのある部署です。

ホテルの評価にも大きく関わる食事。お客様に満足してもらえる味とサービスを追求する仕事です。
和食・洋食・中華・宴会料理・ベーカリーと各調理人が活躍しています。

武田 寛枝


