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Major company [Hotel Concierge] Visa support♪♪
☆社員寮完備（寮費1万円）☆社員食堂完備（１日２食無料）☆ビザサポート有り♪♪

Job Information
Recruiter
Open Loop Partners, Inc.
Job ID
996851
Company Type
Large Company (more than 300 employees) - International Company
Non-Japanese Ratio
Majority Non-Japanese
Job Type
Permanent Full-time
Location
Okinawa Prefecture
Salary
2.5 million yen ~ 4 million yen
Salary Bonuses
Bonuses paid on top of indicated salary.
Work Hours
1日7.5時間シフト制（夜勤有り）
Holidays
年間休日：96日以上 （4週8休制）
Refreshed
August 10th, 2020 02:00

General Requirements
Career Level
Entry Level
Minimum English Level
Business Level (Amount Used: English usage about 50%)
Minimum Japanese Level
Business Level
Minimum Education Level
Technical/Vocational College
Visa Status
No permission to work in Japan required

Job Description
【Occupation type】
Hotel Reception
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【Job description】
Check-in / check-out at the front desk, telephone reception and general customer service at the counter.
A smile is of paramount importance in ensuring that guests can use the hotel with peace of mind.
It is a challenging job to acquire first-class service skills.
【What we can offer】
☆ World famous brand hotel ☆
☆ Clean facilities with NEWOPEN ☆
☆ Complete dormitory (dormitory fee 10,000 yen) ☆
☆ Complete cafeteria (2 meals a day free) ☆
☆ A job where you can make use of your language skills ☆
☆ Possibility of overseas transfer ☆
≪Company introduction≫
Located at the western end of Sesoko Island, which is connected to the main island of Okinawa by Sesoko Ohashi Bridge. !
This is a valuable opportunity to be the opening member of Japan's first beach resort hotel, one of the largest in the world. 9
floors above ground, 3 restaurants and lounges, bar, meeting room, spa, fitness, beach house, etc. We also offer special
group training from joining the company in April 2020 to opening in July. We look forward to receiving your application!
≪Annual income model≫
・New graduate or inexperienced：starting from 2,400,000 yen〜
・Mid-career (experienced)：from 2,700,000 yen to 4,000,000 yen
≪Monthly income model≫
・New graduate or inexperienced：170,000 yen ~
・Mid-career (experienced): 190,000 yen-250,000 yen
(Depending on experience and previous job)
Bonus: Available
Raise: Available
【Treatment and benefits】
・ Complete dormitory (within the hotel)
Twin room: 10,000 yen (including utilities)
・ Complete employee cafeteria
2 meals a day free
・ Equipped with training room and lounge room
※ It is very beautiful because it is a new building.
・ Social insurance: health insurance, welfare pension insurance, employment insurance, workers' accident compensation
insurance
・ Corporate defined contribution pension plan
・ Group use discount system
・ Medical examination, child care, nursing care system
・ New employee training, online training, etc.

【職種】
ホテルフロントスタッフ
≪業務内容≫
フロントでのチェックイン・チェックアウト、電話応対やカウンターでの接客業務全般をお願いします。
安心してお客さまにホテルをご利用いただくためには笑顔が何より大切です。
一流のサービススキルを身につけられる、やりがいのあるお仕事です。
≪アピールポイント≫
☆世界的に有名ブランドホテル☆
☆NEWOPENで施設きれい☆
☆社員寮完備（寮費1万円）☆
☆社員食堂完備（１日２食無料）☆
☆語学力が活かせるお仕事☆
☆海外転勤の可能性有り☆
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≪会社紹介≫
沖縄本島から瀬底大橋でつながる瀬底島の西端に位置し、美しいサンセットビューと国内屈指の透明度で知られる全長800mの瀬底
ビーチに面したエリアに新たに誕生！！ 世界最大級の規模を誇るグループの国内初のビーチリゾートホテルのオープニングメンバーと
いう貴重な機会で、一から仕組みを作る楽しさが味わえます。 地上9階、3つのレストランとラウンジ、バー、会議室、スパ、 フィットネス、
ビーチハウスなどを備えています。 また、2020年4月にご入社から7月のオープンまでの期間、グループの特別な研修をご用意していま
す。皆さまからのご応募お待ちしております！
≪年収モデル≫
新卒者or未経験者
年収2,400,000円〜
中途（経験者）
年収：2,700,000円〜4,000,000円
≪月給モデル≫
新卒者or未経験者
170,000円〜
中途（経験者）
月給：190,000円〜250,000円
※経験・前職を考慮の上、規定により決定
賞与：有り
昇給：有り
【待遇・福利厚生】
・社員寮完備(ホテルから徒圏内)
2人部屋：自己負担10,000円（水道光熱費込み）
・社員食堂完備
1日2食無料
・トレーニングルームやラウンジルーム完備
※新築物件なのでとても綺麗です。
・社会保険完備：健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労働者災害補償保険
・企業型確定拠出年金制度
・グループ利用割引制度
・健康診断・育児・介護制度
・新入社員研修・オンライントレーニング等

Required Skills
≪Requirements≫
・ Japanese N2 level
Has one of the following language skills
・ Chinese or
・ English or
・ Korean or
≪Nice to have≫
・ Work experience in hotel industry
≪必須条件≫
・日本語Ｎ2レベル
下記いずれかの語学スキルがある方
・中国語or
・英語or
・韓国語or
≪歓迎条件≫
・ホテル業界実務経験者

Company Description
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はじめまして！！

We are Open Loop Partners, Inc.

突然ですが、、
日本で就職・転職をする際に不安に感じることはありませんか？
●自分の日本語が通じるか？
●希望する仕事ができるのか？
●給与、待遇は悪くないのか？
●労働時間は長くないのか？
●職場の人間関係は良好か？
●今後のキャリアプランはどうなるのか？
●勤務地がどこになるか？
●教育・研修制度は整っているのか？
●経営が安定しているか？
●ビザサポートはあるのか？
☆☆その不安をOPENLOOP PARTNERSの専任アドバイザーがお答えします☆☆

ご希望するお仕事は見つかりましたか？
●商社(総合・専門)
●ホテル・旅行
●情報通信・ソフトウェア・ゲームソフト・インターネットサービス
●銀行・証券
●自動車・輸送用機器
●電子・電機・機械
●建設・住宅・不動産
●その他業界
☆☆当社がご紹介できる業界/職種は多岐にわたります☆☆

エントリー企業の履歴書、面接ではご自身をしっかりアピールできていますか？
●コミュニケーション能力
●語学力
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●異文化対応力
●基礎学力
●専門知識・スキル
●熱意・明るさ
●協調性・信頼性
☆☆当社は皆様の魅力を徹底的に引き出してアピールできます☆☆

エントリー企業に気になることを質問できていますか？
●グローバル人材の採用実績
●採用スケジュール
●採用予定人数
●求める人材像
●実際の仕事内容
●社内の雰囲気
●同じ出身国社員の採用実績
●給与詳細
●福利厚生
●離職率
●教育・研修制度
☆☆当社は求職者の皆様に代わってエントリー企業に質問・確認ができます☆☆

【提供サービス一覧】
グローバル人材に特化した就職・転職支援
●条件に見合うお仕事の紹介
●就職に向けた履歴書添削、面接対策のサポート
●各種ビザ申請サポート
●入管法専門家によるコンサルタント

【コンサルタント紹介】
20代〜40代の専任担当者がいます。
英語・中国語・ベトナム語でのご対応も可能です。
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【ご挨拶】
株式会社オープンループパートナーズは、総合人材サービスを基準として様々な分野でお客様のお役に立てることを願い、成長を続け
てきました。
海外経験豊富なキャリアカウンセラーが、皆様の就職・転職活動を全面的にサポートいたしますのでお任せください。（対応に関しての
費用は一切かかりません。）

