
住所 代表者名

会社概要

創業 1887 年 10 月

資本金 1000 万円

従業員数 27 人

平均年齢 35 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （サービス職） 150,000円

（調理職） 150,000円

（サービス職） 150,000円

（調理職） 150,000円

高校 （サービス職） 143,000円

（調理職） 143,000円

諸手当

　 その他（精勤手当、役職手当）

昇給 （年1回）

賞与 （年2回）

勤務時間

シフト制

8:00:00 ～

10:00 ～

12:00 ～ 22:00

休日・休暇

その他有給休暇

・有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、

介護休暇

退職金

研修制度

（　　社外研修　　　　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

連絡先

採用担当/石川大貴 障害者雇用

電話番号/0957-72-2031 勤務地 南島原市

ホームページ  / http://marquis1887.jp/

E-mail   / info@marquis1887.jp

職場体験・見学の受入

《会社紹介》
創業135年。長崎県旅館登録第1号としておもてなしの心を大切に、一生で一
度の結婚式をプロデュースしています。株式会社ウエディング石川が運営す
る『ザ・マーキーズ　　ホテル＆ウエディング』(南島原市深江町）は独立式の
チャペルやニューヨークスタイルの洗練された会場を完備。ニューヨークのク
リエーターがデザインしたマーキーズロビーをはじめ、我が家のようにくつろ
げる空間。昨秋にはゲストハウスを新設。進化し続けています。お友達との
パーティー、家族だけのアットホームなウエディングスタイルが叶います。
『マーキーズ　ホテル＆ウエディング』、その他法要、新年会、忘年会、歓送
迎会、お誕生日などの各種宴会。宿泊。笑顔が素敵なスタッフが最高の日を
そして最高の空間をプロデュースしおもてなしします。

求める人物像

地域に根ざし、島原半島から最先端
のウエディングを社員一丸となって
届けています。笑顔が素敵な素直な
仲間を大募集です。

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

〒859-1503　　　　長崎県南島原市深江町丙760 代表取締役　石川景士

創業135年。地域に根ざし、最先端のウエディングを届けたい。
『株式会社ウエディング石川』はこれからも進化し続けます。

その他 株式会社ウエディング石川

高卒　         　　　　　　 　 令和3年度1名（サービス職）

短大、専門学校

・サービース職（　ウエディングプランナー・フロント・宴席配膳　　）

・調理職（　調理全般　　）

17:00

19:00

《先輩からのメッセージ》
ウエディングプランナーを目指して専門学校へ。プランナーの夢を確実に実
現できる会社を探していました。素敵な会場は多くありましたが、そこで働く
自分の姿を想像できずにいました。企業訪問をしたとき時間ぎりぎりまで仕事
の楽しさもつらい部分も隠さずに話してくださった先輩がいました。ここで働き
たいと思い第一志望で入社。現在アシスタント業務を行いながら、プランナー
をめざして勉強中です。「本当にいい式になりました」と喜んでいただいたとき
苦労も多いですが、この仕事に就いてよかったと思える瞬間です。私の目標
は、いろいろなお客様と話をしながら自分自身の知識を深めて、お客様に満
足いただけるアービスを提供できる人になることです。　そして、地元の友人
の結婚式にプランナーとして、幸せのお手伝いをしたいです。　令和２年４月
入社　　　三浦果南

　　　　         　　　　　　　　令和2年度1名（サービス職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和元年度3名（サービス職）

健康診断・食事補助・制服貸与

大卒（短大、専門学校卒） 令和3年度2名（サービス職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和元年度2名（サービス職）

労災 健康 厚生

あり（勤続 年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

年間８５日

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

http://marquis1887.jp/
mailto:E-mail/info@marquis1887.jp
mailto:info@marquis1887.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1983 年 9 月

資本金 1 億円

従業員数 2,000 人

平均年齢 40 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （SV職） 211,000円

（SV職） 201,000円

高校 （一般職） 176,000円

諸手当

　

昇給 （1年に1回）

賞与 （業績に応じて決算賞与）

勤務時間 7:30 ～

シフト制 変形労働制

7:30 ～

8:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・年次有給休暇（入社6ヶ月経過後：10日）

・リフレッシュ休暇（9日/通年）

退職金

研修制度

（　新入社員研修/電話応対研修 他　）

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績

採用実績

大卒（短大、専門学校卒）

　　　　　　　 　　　　　　　　　令和3年度0名（一般職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成○○年度○○名（○○職）令和2年度0名（一般職）

高卒　         　　　　　　 　 令和○○年度○○名（○○職）令和3年度0名（一般職）

　　　　         　　　　　　　　令和○○年度○○名（○○職）令和2年度0名（一般職）

連絡先 　　　　　　　 　　　　　　　　　平成○○年度○○名（○○職）令和1年度0名（一般職）

採用担当/ 伊藤 障害者雇用

電話番号/ 0120-558-040 勤務地 長崎県南島原市

ホームページ/ 　https://www.ntm.co.jp/

E-mail/ msb_support01@ntm.co.jp

職場体験・見学の受入

21:00

求める人物像
・新しい知識・スキルを吸収する意欲
　があり、チャレンジ精神旺盛な人
・思いやりのある素直な人

【先輩からのメッセージ】

担当している業務は、通信販売で美容基礎化粧品のカスタマーサポート業務
のスーパーバイザーをしています。
美容商品関係の業務ということもあり、お客様の
美容に関するお悩みやご相談をもとに、自身や
周りのオペレーターと日々美容や健康について
知識を深め、お客様に寄り添った応対ができる
よう心がけています。
また、女性中心のチームということもあって
ダイエットの話題や美容商品の話題について
盛り上がっており、とても働きやすい環境です。
従業員割引で化粧品を購入することができ
仕事をしながらキレイになれる職場です♪

ぜひ私たちと一緒に地元で働きませんか。

※「あり」の場合具体的な内容
会員制リーゾート宿泊、メンター制度、GLPD他

16:30

17:00

【会社紹介】

日本トータルテレマーケティング南島原市センターは、2010年5月に行政の
バックアップと期待を受けながら、ゴルフ場の予約受付・問合せ窓口のコール
センターとして設立。その後、業務拡大を繰り返し、現在はゴルフ場の受付窓
口の他、テレビCMなどで有名なプラセンタ美容液・サプリメントの注文受付
・問合せ窓口や自治体案件などの電話に対応しています。
また、アパレル通信販売のチャット対応や大手銀行メール対応など電話だけ
でなく様々なニーズに合わせた事業を展開しています。
2020年にセンター開所10年を迎え、同時にに新しい未来へ紡ぐ10年が
スタートしました。
島原半島の企業様ともお付き合いを拡大し地元に愛され、地元に根付く事業
を目指して日々活動しています。

令和4年4月時点
求人票に記載の内容とは異なる場合がありますので、ハローワークにてご確認ください。

長崎県南島原市深江町丁2150番地 南島原市深江庁舎2階 代表取締役社長　森　真吾

新たな価値共創パートナーへ
つながる先に満足を超えた感動をお届けする。

その他 日本トータルテレマーケティング株式会社

短大、専門学校

・一般職（　コール管理/資料作成/研修実施/電話応対　　）

労災 健康 厚生

あり（勤続 3年以上）

可 不可

有 無

なし社宅あり

雇用

正社員 正社員以外（契約社員・嘱託社員等）

住宅手当 通勤手当

扶養手当（家族手当）

あり

あり

深夜・休日手当

あり

週休2日

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり


