
色とりどりのおかずが入ったお弁当に舌鼓。
3食全てまかないでいただくこともできます。

塩田温泉

ここに決めた！
上川奈菜さんの 1日のスケジュール

フロント係　上川奈菜さんの1日

関西の中心地への
アクセス抜群！
旅館から歩いてすぐの県道にバス停があり、姫路行きの路線
バスが1時間に約1本運行。姫路からはJRが便利です。

人とお話しするのが好きで、接客の仕事に就
きたい、という思いがありました。そんな時、
地元で旅館の求人が出ているのを発見。たま
たま先輩が塩田温泉で働かれていたので、実
体験を聞いてから就職を決めました。様々な
お客様とお話しできるので、人と関わるのが
好きな方にピッタリの仕事です。

お出迎えから
素敵なひと時を
初めての方やリピーター様、各々の
方に合った心配りを大切にしなが
ら、別館までご案内。まずはお茶とお
菓子で歓迎します。

自慢の貸切風呂は
いつでも清潔・快適に！
貸切風呂は夢乃井庵の魅力の一つ。お客様のご予約時
間に合わせ、その都度お掃除します。限られた時間で
も、できる限り丁寧に！

配膳は料理人との
連携プレー！

リピーター様が多いので、夕食にはその方の
食志向にも配慮したお食事が並びます。それ
ぞれの卓で、事細かな配慮が必要不可欠です。

ご要望の一歩先を
見据えて
作務衣の替えをお持ちしたり、おすすめの観光地をお教えし
たり。お客様の要望にお応えする際には、「一歩先のおもてな
し」ができるよう心掛けています。

勤務時間は、「夕やけこやけ」の場合、早番は8:30～、遅晩は
13:00～のシフト制です。休みは有給込みで年間92日
あり、4日勤務をして1日休む社員がほとんどです。「夕やけ
こやけ」は約10年前にできた比較的新しい旅館なので、働
く社員は若い人が多く、オンオフがはっきりしています。
経営側も「いい働き方をするには、いい休み方をすることが
大事」と考え、オフには遊びや趣味といった、仕事以外の
充実した時間を過ごしてほしいと思っています。実際に社員

里山広がる姫路の奥座敷。根強いファンに愛
されるここ塩田温泉で、上川さんは日々、お客
様の満足を追求しています。マルチに働く
ONの日と、フットワーク軽く楽しむOFFの
日に迫りました。

音楽大好き！ マイナーからメジャーまで、
様々なジャンルのアーティストのライブ
に出かけています。姫路駅ならアクセスも
いいので、遠くの会場でも問題なし。

ライブやフェスで
エネルギーチャージ！

ショッピングやランチを楽し
むなら、多種多様なお店が集ま
る姫路駅周辺がおすすめ。大通
りの先には、世界に誇る姫路城
がそびえ建っています。

行きつけは、
世界遺産の
ある街 地元の友だちや家族と一緒に話題のカフェへ。おしゃれな

店内と美味しいスイーツに心躍ります。素敵なスポットが
発掘できたら、もちろん、お客様にもおすすめ！

地元のおすすめ
スポットを発掘

実家に帰省したり、姫路駅に出たり、
友人たちと遊びに行ったりと、マイ
カーは大切な足。従業員用の駐車場
は、寮のすぐ傍にあります。

家族や
友だちと
気軽に
会いたいから

旅館から徒歩1分ほどのところに、男子寮と女子寮が建っています。寮費は光熱費等を含めたっ
たの3,000円。まかないがあるので自炊の必要はありませんが、IHを入れて料理をしている同
僚もいますよ。洗濯機とシャワーは共同で、時間によっては旅館の大浴場を利用することもで
きます。

お部屋では1人ゆっくり過
ごす時もあれば、同僚とお
菓子を持ち寄ってお茶を楽
しむことも。ちょっと助け
てほしいことがあったらす
ぐ隣に相談しに行けるの
で、色々と安心ですね。

気さくで自由な空気が寮の魅力

夢乃井庵 夕やけこやけ

ON OFF

は休みになると、姫路や神戸、大阪などへ遊びに出ることが
多いようです。早番＋休日＋遅番を組み合わせ、姫路から
夜行バスで東京へライブに行く猛者もいますよ。また、資格
取得の目標を持ち、オフに頑張って勉強をしている社員も
います。｢日本の宿 おもてなし検定｣や｢ソムリエ｣など、旅館
にとっても有意義な資格には、経営側から補助金を出した
り、資格取得後は昇給したりと、社員を応援しています。 常務取締役 𠮷井祥二さん
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塩田温泉から姫路へは約40分！
神戸には約1時間20分、大阪へは約1時間
40分でアクセスできます。
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ランチタイムが落ち着
いたら、その合間に自
分の食事。会社でお得
なお弁当も頼めます。

昼
まかない

の

辻啓之さんの 1日のスケジュール

宝塚温泉

ここに決めた！

レストラン「日本料理 山茶花」マネージャー
辻啓之さんの１日

関西の中心地への
アクセス抜群！
自宅から神戸の中心地までは車で15分程度。大阪へも40分程度
で行けるので、休日の過ごし方にも色々な選択肢があります。

学生時代は「対人で笑顔でいられる」点に
魅力を感じ、医療福祉を学んでいました。
旅館へ就職を決めたのも「人の笑顔」があっ
たから。スタッフは皆仲がよく、旅館とい
う大きな家の家族でお客様をおもてなしし
ている、という感覚があります。優しい人
に向いている仕事です。

お昼の開店に備え
スタッフと心を一つに
ランチタイムに向けて始動。レジ周りの準備後、サービススタッフとミーティ
ングを行い、来店されるお客様の情報を再確認します。

料理人とサービススタッフの
フォローに邁進
開店後はテーブルセットやホールチェックを行いつつ、料理人
やサービススタッフの間に立って指示出し。お客様の期待を上
回るサービスを目指します。

忙しい時間帯の合間に
夜と明日の準備
ディナータイムまでは、夕食や明日のお客様のご予
約・コースを確認してお席を考えたり、調理場に渡す
資料を作成したり。1時間の休憩も取っておきます。

旅館の他部署の
スタッフとも連携
余裕があるときは、フロント業務を手伝うことも。
お客様の要望に笑顔でお応えします。

お客様の笑顔のため
1日の最後を演出
ディナータイムには、お昼と同じように料理人と
サービススタッフのフォローに徹します。お客様
の笑顔のため、最後まで気は抜けません。

旅館の仕事とは基本、奉仕の精神で成り立っています。だか
らこそ、ビジネスライクのサービスに徹するのではなく、
「人をもてなすのが大好き」という人と一緒に働きたいと
思っています。気持ちを持って、一丸となってお客様に接し
てくれる人材はまさに旅館の財産。大切にすべき存在です。
そのために、当旅館では経営者も加わるミーティングを多
く設定し、スタッフの思いや意見にしっかりと向き合って
います。また、1年のスタートには団結式を催し、各部門の目

歴史ある湯治の地であり、神戸や大阪にも
近いオシャレな街としても親しまれている
宝塚。そんな宝塚温泉の旅館で働く辻さ
んの仕事風景、休日の過ごし方をご紹介し
ます！

娘たちと過ごすのが休日の楽しみ。共働きの妻
と休日が合えば、家族4人で買い物に行ったり、
公園に遊びに行ったりしています。

休日は可愛い盛りの
娘たちと一緒に

娘たちを連れてよく行くのが「神戸どうぶつ王国」。楽しそうに遊ぶ姿や日々成長する姿
を見て、つい何枚も写真を撮ってしまいます。

周辺には遊び場が充実
思い出いっぱいです

神戸どうぶつ王国にて撮影

他部署の同僚と休みを合わせて趣味のゴルフに出か
けることも。時には、上司が連れて行ってくれること
もあります。

同僚や上司と共に
ゴルフでリフレッシュ

ホテル若水では、住宅街
に単身者向けの男子寮・
女子寮を備えています。
エアコンや冷蔵庫など
生活に必要なものは揃っ
ており、便利。旅館から歩
いてすぐなので、通勤に
は余裕があります。

寮からも自宅からも通勤らくらく

ホテル若水

ON OFF

標を皆で共有することで、スタッフ同士の一体感が高まる
ようにもしています。一方、キャリア支援のための色々な補
助も行っており、英語やお茶の研修なども開催しているん
ですよ。今後は個々人の特性をもっと伸ばしていけるよう、
資格補助や研修の種類を増やしていきたいと考えています。
長く働いてもらうため、今以上に勤めやすい旅館となる
よう、日々改善・改革を進めていきたいですね。 総務部長 竪山隆三さん

宝塚温泉から神戸、大阪へは約40分。
京都へは約1時間でアクセスできます！
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ネクタイをビシッと締めて、業務スタート

ナイ
スシ
ョッ
ト！
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体に優しい食事がとれる
よう、お弁当屋さんと提携
しています。かなりお得に
購入できますよ。

昼
まかない

の

前田憲司さんの 1日のスケジュール

南あわじ温泉郷

ここに決めた！

支配人　前田憲司さんの1日

関西の中心地への
アクセス抜群！
明石海峡大橋を渡れば神戸まですぐ。休日には大阪や京都など
にもよく出かけ、子どもたちが大好きな京都鉄道博物館にも何
度も遊びに行っています。

大学では設計の勉強をしていましたが、接
客のアルバイトをするなかで「人と関わる
仕事のほうがしっくりくる」と、旅館業へ
興味を持ち始めました。地元・淡路島の風
景の美しさにほっとする自分に気づいたの
も、淡路島の旅館に勤める後押しになった
と思います。人のために動くことが苦にな
らない人に向いている仕事です。

お父さんモードからスイッチ！
旅館業務の進行を検討
出勤は、子どもたちを保育園に送ってから。
まずはデスクワークから業務をスタートし、宿泊
予約やレストラン利用の動きを確認します。

お客様の「ありがとう」が
聞ける旅館にするために
旅館は2018年にオープンしたばかり。何もないと
ころから、新人のスタッフたちと一からこの旅館の
かたちを作り上げてきました。

隅々まで気を配り
くつろぎの空間を
整える

旅館があるまちも元気に！
地域の人たちと強力タッグ

昼過ぎからは館内を見回ります。観葉植物
に水をやったり、空調を調整したり。
お客様が心地よく過ごせる空間を保つの
が役目です。

旅館だけでなく、そのまわりのまちも活気あふれる場所にし
たいと思っています。だからこそ、まちの人たちとの連携が
欠かせません。

旅館玄関でお見送り
最後まで真心を込めて
事務作業が一段落したら、チェックアウト
されるお客様をお見送りします。
スタッフと一緒に笑顔で手を振ります。

当グループの新入社員には、入社後8ヶ月間にわたりジョブ
ローテーションを経験させています。そうして様々な仕事
を体感した後に配属先の希望を出してもらうことで、ミス
マッチを出さないようにしているんです。またジョブロー
テーション中は、入社３～４年目の若手社員を研修リー
ダーに任命。色々と不安も多いだろう新入社員の相談役と
して、活躍してもらっています。一方、社員全員への支援制
度としては、学生時の奨学金の返納を会社が幾分か負担す

淡路島の有名観光スポットからほど近い、南
あわじ温泉郷。その地で新たにOPENした旅
館をマネジメントする支配人の前田さんは、
しっかり働きゆったり休む、有意義な日々を
過ごしていました！

普段は子どもたちと遊んでいることが多いですが、だからこそ
1人の時間も大切にするようにしています。清々しい淡路島の
自然を感じながらのドライブは格別です。

大好きなドライブで
淡路島の自然を満喫

新しいお店ができると気になってよく行っていますし、観光ス
ポットにもよく足を運びます。仕事柄、それが自分のひき出しに
もなっています。

新規開店のお店をチェック！
趣味と実益を兼ねた
グルメリポート

コーヒーが大好きなので、喫茶
店の常連です。美味しいコー
ヒーを飲みながら、ゆったりと
読書を楽しみます。

コーヒーの
心地よい香りに
包まれて
ゆったり読書

湊小宿 海の薫とAWAJISHIMA

ON OFF

る制度や、産休後、子どもが小学校に上がるまでは6時間勤
務に短縮する制度など様々な制度を整えており、最近では
事業所内保育園も備え始めました。さらに有給休暇に関し
ては、リフレッシュ休暇４日とメモリアル休暇２日は必ず
とってもらうようにしています。そうして働きやすい環境
を整えることで、時間をかけしっかりと人を育てていくの
が当グループの方針。育った若手と力をあわせ、観光で地域
に尽くしていければと思っています。

ホテルニューアワジグループ 統括人事課
課長 前田 真一さん　濵田 沙樹さん

南あわじ温泉郷から神戸までは約1時間
30分！徳島までは約40分でアクセスで
きます。
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私自身は車で10分程度の自宅から
出勤していますが、旅館から自転車
で通えるような距離に社宅もあり
ます。昔のホテルを改装した建物
で、男女でフロア分けされており、
1Rの家賃は一般的なアパートの半
額以下とかなりお得です。

グループ全体で各旅館近くに社宅
を用意しているので、配置転換が
あっても安心。単身者用だけでな
く、ご夫婦向けの社宅もあるため、
暮らしの形が変わっても働きやす
い環境が整っています。

グループ全体で旅館近くに寮を用意

ワークライフバランスWORK LIFE

就寝就寝

朝食、準備
娘を保育園へ
送った後に出勤

朝食、準備
娘を保育園へ
送った後に出勤

事務仕事事務仕事
チェックアウト
お見送り
チェックアウト
お見送り
経理・統計業務経理・統計業務

休憩休憩
館内見回り
植物の水やり
その日のお客様チェック

館内見回り
植物の水やり
その日のお客様チェック

お出迎え・チェックインお出迎え・チェックイン

翌日のレストランの
予約チェック
翌日のレストランの
予約チェック

フロント業務などフロント業務など
スタッフのフォロースタッフのフォロー

料理長と来季の
メニューの相談
料理長と来季の
メニューの相談

帰宅、夕食
リラックスタイム
帰宅、夕食
リラックスタイム

淡路エリア

地元を元気
に！

リラ
ック
スで
きる

ひと
とき
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