もてなす

もてなす

藤西阿観光 株式会社

株式会社 ディスティーノ

お客様と特別な
「想い」
と
「時間」
を共有する

人と感動を結ぶ

THE DESTINO GARDEN

安心・快適なバスの旅

株式会社 ディスティーノ
事業所所在地／美馬市脇町大字脇町1334

藤西阿観光 株式会社
TEL／0883-52-3555

連絡先

事業所所在地／美馬市脇町字西赤谷208-27

脇町の小高い丘に建つ人気の結婚式場ディスティーノ。夢のような幸せの一日を

平成13年の創業以来、貸切バス事業一筋を貫いてきた藤西阿観光株式会社。学校や町内

演出するのは、NYスタイルの会場と緑あふれるナチュラルガーデン、
そして、
スタッフ

会単位の団体から、少人数でのグループ旅行や四国八十八ヵ所巡り、部活動の送迎など、定員

の心を込めたサービス。
メモリアルな一日が主役と来場者の心に生涯残る財産とな

53名の大型バスをはじめ所有する10台のバスを駆使してあらゆる移動のニーズに応え続ける

るように、
プランナー、
サービススタッフ、調理スタッフが一丸となって、一組一組の結

企業だ。地元の道を知り抜いた地域密着のバス会社として旅行会社からも厚い信頼を得てお

婚式に全力を尽くす。

り、
その期待に応えるために日頃から安全点検を行ない、運行前には運転手のコンディション
定を取得。独自に企画したツアーも、季節ごとに選りすぐりの美味しい料理や美しい景色で楽

の日の二人の人生に深く関われる喜びを胸に
ディスティーノでは廃校カフェでの結婚式のプ

しませてくれると大人気だ。

のの意味を考え等身大のおもてなしが叶う一
日を創り上げている。

求人情報

繊細で美しい料理は、
ゲストからの評価も高い。
季節の食材を料理長自ら市場で買い付けている。

資本金／1,000万円

求人情報

職種／①サービススタッフ ②調理スタッフ

不定期での募集につき、
お問い合わせください。

業務内容／①婚礼・宴会の配膳 ②調理に関わる業務
就業時間／9：45～18：45、
フレックスタイムあり

休日／月
（月に2～3日）
・毎火、夏季休暇、年末年始

Company DATA
代表者名／鎌田 裕之

安全・安心・快適なバスの旅を提供。

ディスティーノで、女性なら誰もがあこがれる大人かわいい結婚式が叶う。

ロデュースも新たにスタート。懐かしさとぬくも
り、飾りすぎない結婚式を提案。結婚式そのも

従業員数／12名

創業／平成21年

育児休業実績／あり
給与／160,000円～

Company DATA

福利厚生／社会保険完備
採用実績／2016年 4名

教 え て 先 輩！

代表者名／藤川 善則
独自に企画したツアーも大人気。

あらゆる移動のニーズに応える。

創業／平成13年

従業員数／11名

教 え て 先 輩！
お二人や家族 大切な方のその後の人生にも関われる幸せ

プランナー
マネージャー

髙田 明子 さん
（7年目）
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TEL／0883-53-2351

もチェックを欠かさないことで、公益社団法人日本バス協会によるセーフティバスマークの認

本物の感動とは何かを徹底的に追及。晴れ
「利他の心」
と
「感性」
を日々磨いている。
また、

連絡先

無 事 に 仕 事 を 終 え た 瞬 間 が この 仕 事 の 醍 醐 味

ウェディングプランナーは人と人を結びつける役割。今まで違った環境で育ち、考え方や物

私は営業担当ですが添乗員も兼ねていますので、気を張っている時間がとても長い仕事で

事の捉え方も違うお二人が出逢い、新しい家族となりスタートする大切な一日を創り上げる仕

す。道中では気配りや目配りをきかせて、お客様が口に出さなくてもご要望を読み取って対処

事です。
そして様々な専門分野のプロと同じ時間を共有し刺激を受けながら成長できるところ
がこの仕事の魅力の一つです。自然とコミュニケーション力も身に付き、気づけば人と関わる
ことが大好きになります。人としての成長とその後の人生にも関わる出逢いが溢れる場所で、新
しい自分の可能性を探し続けていきたいと思います。

営業担当

長江 利量 さん
（12年目）

するように心がけています。お客様を乗せたバスが無事に帰って来た時には、心からホッとする
と同時にこの仕事の楽しさを実感しますね。
社員同士のチームワークの良さが会社の強みだと思いますので、
これからも社長を柱にみ
んなが力を合わせて頑張っていければと思います。
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気分になれる
清流 穴吹川を眺めながら
日常を忘れられる場所

ブルーヴィラあなぶき 株式会社 喜代美山荘

セルフうどん 和ぁさん

事業所所在地／美馬市穴吹町口山字丸山1

事業所所在地／美馬市脇町木ノ内3718

連絡先

TEL／0883-55-3777

眼下を流れる清流・穴吹川が、四季折々の美しさを見せるブルーヴィラあなぶき。2018年に

うどん店。
「健康に配慮したものをお腹いっぱい食べてもらいたい」
との想いから、
うどんのダシは

わった。自然豊かな風景をより楽しめるようにとロビーの壁は全面ガラス張りとなり、天気の良

無添加にこだわり、
カウンターに並ぶお惣菜には地元の農産市や近所の農家で仕入れた旬の野

い日にデッキに出て直に山の風景に肌をさらすのも、寒い日に薪ストーブで揺れる炎とともに

菜をふんだんに使っている。
また、新しいメニューを考える時は栄養バランスや客からの要望を考

ゆっくりした時間を過ごすのも心地良い。

慮しながらスタッフ同士で意見を出し合う。

近くにある清水温泉から天然温泉を運び入れる露天風呂、鮎や猪など地元の食材を使った

家族に出すのと同じように愛情を込めて作るのも
「和ぁさん」
流のこだわり。
その味を求めて年配の人が

料理など、街中では味わえない贅沢な時間を目当てに、海外からも観光客が訪れている。

晩ご飯にと持ち帰りをしたり、
休日の子どもたちが昼食を食べ

「こんな奥地までよう来てくださっ
でもてなすスタッフも印象的。

に来たりもする。昨今問題になっている
「孤食」や「食の格差」
広々としたエントランスホールからバルコニーに出ると清流穴吹川が見下ろせる。

求人情報

を解消し、お腹を満たした元気な笑顔の和が地域に広がるこ

その日の気分で好きなものを好きなだけ。

とを新たな目標に加え、
スタッフ一丸となって奮闘している。

求人情報

職種／フロント、
サービススタッフ

Company DATA
代表者名／三矢 芳剛
従業員数／110名

資本金／2,000万円
3室あった部屋を滞在型の特別室（全2室）
にリニューアル。

創業／昭和23年

職種／接客、販売、調理、製造

業務内容／〈フロント〉電話・ネット予約の管
理、接客業務 など
〈サービススタッフ〉接客、お客様
への料理出し、配膳、片付け など

就業時間／8：00～16：00（シフト制）
休日／シフト制

就業時間／9：00～22：30（交代制）

Company DATA

休日／月に6日
（シフト制）

代表者名／岡田 美和

福利厚生／雇用、労災、健康、厚生

教 え て 先 輩！

創業／平成16年

昼時ともなれば多くの来店客で店内が賑わう。

従業員数／11名

給与／時給766円～、繁忙期手当、
早朝手当、時間外手当
賞与／あり

福利厚生／社員登用制度

教 え て 先 輩！

フロント

谷 真澄 さん（左）

（10年目）
フロント

三好 渚 さん（右）

（1年目）
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TEL／0883-53-1308

栄工製作所の食品事業部として開業して14年、お昼時にはいつも来店客の列が絶えない人気の

はリニューアルを施し、
より洗練された空間で食事や入浴、宿泊を楽しめる施設へと生まれ変

た」、そんな感謝の気持ちを胸に笑顔

連絡先

セルフうどん 和ぁさん

ブルーヴィラあなぶき

そんなお店であり続けたい

もてなす

もてなす

自分の家に帰ってきたような

お 客 様 に 教 えら れ る 地 元 の 良 さ

笑 顔とお いしい が いっぱ い！

ホテルのフロントという仕事でいちばん楽しい点は、
なんといってもお客様とコミュニケー

私が学生の頃、
このお店でアルバイトをした時にこの職場の雰囲気が好きになり、学校を卒業

ションです。
そのためにはたくさんの事を覚え、案内をスムーズにこなせるようになる必要が

後に社員となりました。現在は製麺担当を任され、お客様の笑顔を想像しながら、おいしいうどん

ありますが、帰り際に
「また来るよ、
ありがとう」
と言われると幸せな気持ちになれます。
慣れ親しんだ穴吹川は私たちにとって当たり前の風景ですが、他の土地から来られたお
客様が感動するのを目の当たりにして、
その魅力を再発見させてもらっています。

製麺担当

藤原 比奈 さん
（1年目）

作りに努めています。子供のころはあまりうどんが好きではなかった私ですが、今では大好きで
す。毎日たくさんのお客様が来てくださるので、
とても忙しいですが、
スタッフみんなで助け合い、
声を掛け合いながらテンポ良くうどんを提供しています。自分が打った麺をおいしいと食べていた
だき、たくさんの笑顔を見ながら楽しく仕事ができる環境の中で、日々やりがいを感じています。
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