
住所 代表者名

会社概要

創業 1935 年 10 月

従業員数 25 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 宿泊課 165,000円～

料飲課 165,000円～

宿泊課 155,000円～

料飲課 155,000円～

高校 宿泊課 150,000円～

料飲課 150,000円～

諸手当

　 その他 （役職・資格・技能他）

昇給 （年1回）

賞与 （年2回） ※業績による

勤務時間

シフト制 （長短各種シフト）

9:00 ～

7:00 ～

13:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・育児休暇 介護休暇等　

退職金

研修制度

加入保険等

従業員宿舎

その他福利厚生

採用実績等

採用実績

大卒（短大、専門学校卒） 

高卒　         　　　　　　 　    令和2年度1名（専門卒）

令和元年度2名（高卒）

                                    

障害者雇用

勤務地

採用担当             / 宮﨑雄飛

電話番号             / 0957-73-2213

ホームページ        / http://www.unzenkankohotel.com 職場体験・見学の受入

E-mail                 / y-miyazaki@unzenkankohotel.com

・料飲職　飲食サービス他

短大、専門学校

15:00

22:00　　　　他

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。

〒854-0621　長崎県雲仙市小浜町雲仙320 代表取締役社長/総支配人　船橋聡子

【NEW TALES of NOSTALGIA】
～過去から現在、そして未来へと紡がれる想い～

・調理職　調理業務他

･宿泊課　チェックイン、チェックアウト、予約対応他

宿泊業 株式会社　雲仙観光ホテル

連絡先

雲仙市小浜町雲仙320

求める人物像

私達が目指すもの、それは「守るべき歴
史を守り、時代に合わせて変えるべきも
のは変えていく」「変革の勇気」を持った
ホテルです。来るべき開業100周年を目
標に新たな時代を刻み始めた雲仙観光
ホテルは、「歴史を理解したうえで、ホテ
ルの新たな歴史を創っていくパワー」を
持った、斬新な力を求めています。

【会社紹介】
雲仙観光ホテルは外国人客誘致を目的とした国策にて昭和10年10月10日に
開業いたしました。日本で最初に「観光」を名前に明記したホテルであり、早良
敏夫氏設計の竹中工務店施工第一号ホテルとしても知られるところです。昭
和36年4月には昭和天皇・皇后両陛下をお迎えした経歴も持ちます。平成15
年1月に文化庁より登録有形文化財に登録され、その後も平成19年に長崎県
からはまちづくり景観遺産、経済産業省より近代化産業遺産へ選定され、昭
和初期の感性を今に伝える重要な役割も担っています。

【営業方針】
・私達のお客様へのお声掛けは「おかえりなさい」。
すべてのお客様にとってもうひとつの「我が家」のようにくつろいでいただき、
雄大で厳粛な大自然の中で、ゆったりとリラックスしたひとときを 過ごしていた
だくために、開業以来より心がけている接遇姿勢です。
・生涯で一番の「旅の記憶」に。
人生を重ねて、旅の経験で得た情緒をそっと振り返るとき、そのメモリアルア
ルバムの「１ページ目」に飾っていただける様な・・・。お客様の「こころ」に強く
印象を残す、料理、客室、ロビー、ダイニング、そしてスタッフの笑顔のすべて
を「商品」としています。
・すべての「人」が、そしてすべての「モノ」が、お客様ひとりひとりに語りかけ、
歩み寄るホテルに。
歴史の重みを感じるディテールへの徹底したこだわりと、現代のホテリエが受
け継ぐ柔らかく暖かいホスピタリティは、すべてのお客様のこころに語りかけ、
「ホテルの空間に漂うだけで、心地よい幸福感を感じるホテル」を演出していま
す。
さあ、日本が誇るクラシックホテルの「歴史」に新しい1ページを創ろう！

有給休暇取得推奨期間・社員旅行・資格取得費用負担一部
有　他

【先輩からのメッセージ】

私は宿泊課の一員としてフロントカウンターで宿泊に関する予約、会計、案内
を中心に日々ゲストサービスを行っています。お客様からのご依頼やご要望
を受け、親身になってお話をお伺いすることで、喜んでいただけるところにやり
がいを感じます。また自分の名前を覚えていただけたりすると、この仕事を選
んでよかったと思います。誰かの役に立つ仕事をしたい、接客が好き、自然豊
かな場所で働きたいと思う皆さん、是非私たちと一緒に毎日楽しく働きましょ
う。（20代女性）

私は現在総務課にて勤務しております。歴史あるこのホテルで働けることに
日々、誇りと責任を感じております。同業他社は多くあれど、この洗練された
雰囲気の中での仕事は中々味わえない体験となりますよ。共に雲仙観光ホテ
ルの新たな1ページを作り上げていきましょう。（30代男性）

17:30

労災 健康 厚生

あり（勤続1年以上）

可 不可

有 無

社宅あり なし

雇用

正社員

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

月8日休/シフト制

年末年始休暇 祝・祭日休

なし

寮あり 借上社宅あり

あり



住所 代表者名

会社概要

創業 1917 年 5 月

資本金 301 万円

従業員数 41 人

平均年齢 49 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （全職） 170000円

（全職） 155000円

高校 （全職） 140,000円

諸手当

　

昇給 （年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間

シフト制

7:00 ～

休日・休暇

その他有給休暇

退職金

研修制度

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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/ 綾部　哲也

電話番号/ 0957-73-3234 障害者雇用

ホームページ/ www.kyushuhtl.co.jp 勤務地

E-mail/ info@kyushuhtl.co.jp

職場体験・見学の受入

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。

〒854-0697　長崎県雲仙市小浜町雲仙320 代表取締役　七條　彰宣

山岳リゾート発祥の地「雲仙」に佇む大人のリゾートホテルです。

 

宿泊業 有限会社　雲仙九州ホテル

短大、専門学校

・接客（　フロント・レストラン・カフェ他　　　）

・調理（洋食・和食・従業員食堂他　　　　　）

22:00へのあくなき追及を念頭に掲げ、日々業務に取り組んでおります。

地元島原半島の素晴らしさや、ホテルの魅力を日本全国、あるいは世界中の 上記の間で8時間

【会社紹介】

求める人物像

明るく笑顔があふれる方、何事にも
積極的に仕事に取り組む方、思いや
りがあり、人に喜んでもらえることが
好きな方

※「あり」の場合具体的な内容
　　給食1日2食（昼、夜）5,000円/月

高卒　         　　　　　　 　 令和2年度1名

　　　　         　　　　　　　　平成31年度1名

長崎県雲仙市小浜町雲仙320

方へ伝えることで地域の活性化にも繋がればと考えています。

雲仙九州ホテル１００年目からのチャレンジに、熱い情熱を持って一緒に

取り組みませんか。

１９１７年（大正６年）に創業した雲仙九州ホテルは、雲仙地獄谷に囲まれた

立地抜群の老舗ホテルです。2018年に１０0周年を迎えるにあたり、本館を

全面建替えし、多様化する顧客ニーズに応えるべく、団体受け入れ型大規模

旅館から個人客に特化した小規模ホテルへとシフトしました。

現在は全25室、これまで以上にお客様の心に沁みるおもてなしで、顧客満足

（接遇係　女性　）

【先輩からのメッセージ】

地元の雲仙で仕事をしながら、日本全国、または海外のお客様とお話しする

ことができ、知らなかったことをお客様から教えて頂くことも多々あり非常に

勉強になります。色々なお客様に地元の見所や、料理などの説明をする中で

「ありがとう」とおっしゃって頂いたときは非常に励みになり、「この仕事をして

良かった」と感じます。

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（シフト制）

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

http://www.kyushuhtl.co.jp/
mailto:info@kyushuhtl.co.jp


島原半島地元企業ガイドブック様式（令和4年度改訂版）

住所 代表者名

会社概要

創業 明治41 年 10 月

資本金 600 万円

従業員数 31 人

平均年齢 45 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

・調理師補助（調理補助）（調理長より基礎知識を指導致します）

雇用形態

初任給

（客室係） 178,000円～ 174,000円～
（事務係）・(予約・フロン
ト）

178,000円～ 168,300円～

(調理師補助） 168,300円～

（館内営業） 178,000円～ 168,300円～

諸手当

　 その他（○○業務手当、○○手当）

昇給

賞与

勤務時間 7:00 ～

9:00 ～

13:00 ～

シフト制 （○交代）

休日・休暇

その他有給休暇

・○○休暇

・○○休暇

退職金

研修制度

（　3ヶ月）

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/ 宮川　玲菜 障害者雇用

電話番号/ 0957-73-3301 勤務地

ホームページ/ http://www.sinyuhotel.co.jp/

E-mail/ info@sinyuhotel.co.jp

職場体験・見学の受入

・フロント、予約係（お客様の案内、送迎、予約対応）、・館内営業（受付、打ち合わせ、食事会場設定、客室係補助）

令和４年11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。

宿泊業 株式会社　新湯ホテル(ゆやど雲仙新湯）

長崎県雲仙市小浜町雲仙320 代表取締役社長　豊田　紗英子

4種の自家源泉　ゆやど雲仙新湯～異なる泉質の源泉かけ流し

⑤写真
※複数枚可

【会社紹介】
国立公園雲仙の温泉地区で中央に位置し、自然湧出の自
家源泉を敷地内に4本あるのは雲仙温泉で唯一の旅館で
す。1908年（明治41年）の創業以来、約110年以上日本だけ
ではなく、海外からのお客様も多くお迎えして参りました。館
内はこの5年で、ロビー、フロント、客室、食事会場など全面
リニューアルをしております。
料理とサービス定評があり、観光経済新聞では5つ星の宿に
選ばれています。

22：00（中抜けあり）

22：00（内1Hあり）

高校大学

18：00（内1Hあり）

・客室係（お客様の案内、食事のお世話、宴会場での接客）、・事務係（フロント会計事務、一般事務）

求める人物像
接客が大好きで明るく、

楽しんでお仕事ができる方。

【先輩からのメッセージ】
5つ星の宿に選ばれており、自信と誇りをもって勤めていま
す。
お客様より直接「ありがとう」や「宿泊してよかった」などのお
言葉を頂く度に、このお仕事についてよかったと思います。
また先輩が優しく指導して下さる中で日本の作法も勉強する
事ができ普段の生活でも役に立ちます。職場内もみんな仲
が良く働きやすい職場です。年に1回社員旅行もありみんな
で楽しく働いています。

※「あり」の場合具体的な内容

高卒　         　　　　　　 　 令和2年度4名（客室職・フロント、予約）

　　　　         　　　　　　　　令和3年度2名（客室職・調理場職）

労災 健康 厚生

あり（勤続 3年以上） なし

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 なし

あり なし

深夜・休日手当

週休4週7休（4週6休の月もあり）

年末年始休暇 祝・祭日休

なしあり

寮あり 借上社宅あり

なしあり

あり なし

http://www.sinyuhotel.co.jp/
mailto:info@sinyuhotel.co.jp


住所 代表者名

会社概要

創業 1959 年 7 月

資本金 1 億円

従業員数 49 人

平均年齢 49 歳

勤務条件・処遇

職種（内容）

雇用形態

初任給 大学 （総合職） 160,000円

（総合職） 150,000円

高校 （総合職） 145,000円

諸手当

　 その他（残業手当、役職手当）

昇給 （1年に1回）

賞与 （年2回）

勤務時間 8:00 ～

シフト制

13:00 ～

6:50 ～

休日・休暇

その他有給休暇

・育児休暇

・介護休暇　等

退職金

研修制度

（新入社員研修・サービス向上研修など）

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/ 総務課長　 髙栁範子 障害者雇用

電話番号/ 0957-73-3273 勤務地

ホームページ/ https://seiunso.jp/

E-mail/ info@seiunso.jp

職場体験・見学の受入

雲仙市小浜町雲仙（雲仙温泉）

　　　　         　　　　　　　　平成31年度1名（総合職）

　　　　　　　 　　　　　　　　　平成30年度2名（総合職）

求める人物像

・人と接するのが好きな方
・宿泊業に興味がある方
・地元に貢献したい方
・長く働きたい方

　長崎バスグループの企業で安心して長く働けると思い青雲
荘に入社しました。国立公園雲仙で働くことで島原半島や長
崎の良さに気づくことが出来ました。お客様の感謝の言葉や
喜ばれた姿を見るとやりがいを感じられます。初めてのこと
ばかりで不安もありましたが、入社後の研修が充実しており
安心しました。スタッフ同士の仲が良く働きやすい会社だと思
います。
　少しでも気になったら遊びに行く感覚で当館にお越しくださ
い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年入社）

食事補助・資格取得補助
長崎バスグループ優待(みらい長崎ｺｺｳｫｰｸ・吉野家・TSUTAYAな
ど）

大卒（短大、専門学校卒） 令和2年度1名（総合職）

高卒　         　　　　　　 　 令和2年度1名（総合職）

【会社紹介】
　雲仙で宿泊施設「青雲荘」と入浴施設「小地獄温泉館」を経
営する、長崎バスグループの企業です。雲仙随一の湯量を
誇る小地獄温泉の源泉を所有しており、白く濁った硫黄泉が
自慢です。外壁、1Fロビー、大浴場などを改装し新たな一歩
を踏み出しました。これからは、県内だけでなく福岡県など県
外のお客様も視野に入れ販売拡大を目標としています。
　これからも進化を続ける青雲荘で一緒に働いてみません
か？是非1度入浴を兼ねて見学にお越しください。心よりお待
ちしております。

短大、専門学校

・営業職／フロント接客・団体営業

・料飲／食事会場のセッティング・配膳

16:40

21:40

15:30　など

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。

〒854-0621　長崎県雲仙市小浜町雲仙500番地1 代表取締役社長　平家　達史

雲仙の四季の彩りに浸る　雲仙温泉青雲荘
ようこそ　日常を忘れる佇まいへ

宿泊業 株式会社　青雲荘

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

公休 月8～9日

年末年始休暇 祝・祭日休

あり

寮あり 借上社宅あり

あり

https://seiunso.jp/
mailto:info@seiunso.jp

