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人と、そのモチベーションが 財産 

「全てが本気」 

「21世紀は、サービス業の世紀」 
今後は、ビジネスのみならず私たちを取り巻く社会生活すべてにおいて、サービス
業に代表される気配りやおもてなしの心が必要不可欠となることでしょう。 
若い心と情熱を持った皆さまが日本を変えることと考えます。 

 
「あかりを灯す」 

私たちはサービス業を代表するホテル旅館の経営、及び第三セクターの運営・管理
を事業主体としており、地域経済への貢献度は高く評価されております。特筆すべ
きこととして「あかりを灯す運動」と呈し、地域を中心に閉鎖した施設の再開発を
行ってきたことがあげられます。地方において宿泊業が担う役割は大きく、今後も、
当社はその役割と期待に応えていこうと日々邁進しております。 

 
「サングループは安定構造」 

サングループは２つの企業５つの宿泊施設を展開し、経済状況に左右されない仕組
みを構築しております。そして私たちは、お客様の志向を見据えた上で、十二分に
満足いただけるようなサービスをご提供することにより、市場からの支持を糧に成
長していきます。 

代表者からのメッセージ 



ホテル季の座 

中西総料理長 

㈱サン・サービス 

小山常務取締役 

幹部からのメッセージ 

先輩達からのメッセージ 

私達の宝物、それはお客様の笑顔。
会社の宝物、それは従業員の笑顔。 
私どもは「お客様満足度」と「従業
員満足度」の向上に、常に取り組ん
でます。恵まれた自然の中で、笑
顔で共に成長いたしましょう。 

たくさんのことを学び、職場を良
くしていこうと皆が努力していま
す。 
人に親切にして、自分自身楽し
く！ 

▶ この仕事に就いて良かったと思うことは？ 入社1年目／調理部門 
 

料理の一部を任せてもらい誇りに思います。それから、料理のことだけでなく、社会人

として人とのつながりの大切さを教えていただけることです。もっと色んなことを学び、
お客様にこのホテルに来て良かったと言っていただけるようにしていきます。そして後
輩となる方にはこの仕事の良さを伝えていきたいと思います。 

▶ どのような雰囲気の職場ですか？ 入社1年目／ＦＢ部門 
 

先輩方がお客様一人一人をとても大切にしているのが実感できます。その結果、相
手を思う気持ちやどのように喜んでいただけるかを考えるようになり、人と会話すること
がもっと好きになりました。多くのお客様の記憶に残して頂けるようにしていきたいと思
いがあり、この職場の雰囲気がとても合っていると感じます。 

▶ 仕事が私生活に役立つことは？ 入社2年目／ＦＢ部門 
 

相手に常に気を配るようになりました。そうすることで皆さんから「ありがとう」といわれ
ることが以前より多くなり、スタッフ達と仲が良く自分自身の明るさも増して、公私共にと
ても楽しくしていると感じます。この仕事は自分でも気づかないうちに私生活にもプラス
になることが沢山あると思います。 

▶ 将来の目標は？ 入社3年目／宿泊営業部門 
 

仕事では宿泊営業以外に郷土料理、地元食材、商品造成などいろんなことに携わる
ことができるので、多方面にわたり知識を増やせます。これをベースに将来はこの地域

の素晴らしさを磨き込む一員となり、地域のコンシェルジェになる事を目指していま
す。是非みなさんもその一員に加わってください。 

▶ この仕事を通じて得たものは？ 入社3年目／主任職 
 

おもてなしをするこの仕事のスキルとして人が気づかないことに気づけるようになりま
す。慣れないうちは気配りが足りないと叱れることもありますが、気づきや気配りには状
況の判断力が必要であり、的確な判断力は信頼関係を築きます。仕事を通じ気づき
力や判断力の向上は大きな収穫だと思います。 

私たちと一緒にたくさんのあかりを灯して行きましょう！ 



● レストラン 

料理や飲物類の知識やご提供する技
術・立ち居振る舞いなどにより、美味
しさを一層引き上げるようにします。 

● 予約 

お客様のご要望に沿うために、お客様
が何を望んでいるかを感じ取る敏感さ
が必要となります。 

● 商品企画開発 

お客様の声・スタッフの声・市場のト
レンドなど色々なポイントに耳目を傾
け、商品をつくり発信しています。 

私たちみんなが情熱を持ち、お客様に満足・感動していただく魅力づくりをしています。 

心にホットを伝える仕事 

●その他 様々な業務 

その他、ブライダルや各種パーティー
の対応もあります。また、客様に「感
動」していただけるように様々な仕事
があります。 

心がホットになる仕事 
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旅館・ホテルの運営＋魅力づくり 

私達の仕事内容 

● フロント 

ゆったりとそして安心してお過ごしい
ただくために、お客様のご要望にお応
えいたします。 

● 調理 

旅先の大きな楽しみはお食事です。食
の安全と美味しいを創る調理技術を発
揮し、お客様に料理を提供します。 

旅館・ホテル運営のノウハウを基にブライダル事業・ＰＢ商品の開発・水産品加工、
キャンプ場、リゾート施設の運営も行っております。 



個人の頑張りを公正に評価 
働いていることに満足を感じ、更なる高みを目指す 
個人の目標に先輩や上司が伴走し、達成の喜びを味わう 

 
 

評価制度 

仕事を通じ、コミュニケーション力だけでなくきれいな言葉遣い、細やかな気配りや気遣いが日
常生活でも役立ちます。また、プライベートの充実が仕事の充実に繋がり、仕事でのスキルアッ
プが私生活にも活かせるようになります。 
 
＜例えば＞ 
・社外講習会への参加 
 商工会議所主催、銀行系主催、行政主催などの各種社外セミナーにも参加し、知識と他の参加者との交 
 流を深めます。 
・中休みの活用 
 宿泊業の特性で中休みとなるシフトがあります。この時間帯に英会話を習ったり、役所や病院など平日 
 昼間にしかこなせない用事などにも対応できます。 

ワークライフバランス 

※ｲﾒｰｼﾞ 

バス・トイレはもちろんセパレート。各戸にエアコ
ン・照明・駐車場付です。 

大切なプライベード空間 

仕事が終わればプライベートタイムの始まり。気を
休める自宅や自室は大切な空間です。 
親元を離れ一人住まいとなる方には、衛生的で明る
い寮をご用意しております。 
仕事場から遠すぎず近すぎない、風紀の整った場所
にあるので、安心して静かに過ごせます。 



それぞれが個性をもつ宿 

世界遺産熊野古道伊勢路エリアで最大級の 
総合リゾート宿 

朝寝坊をコンセプトにゆっくりとした旅館ライフを
楽しむ宿 

リノベーション効果で再生の成功スタイル 

私達のフィールド  
（各館所在地） 

あじ蔵CaroCaro 

ねぼーや 

ホテル季の座 

至 名古屋 

至 大阪 

伊
勢
自
動
車
道 

紀勢自動車道 

姉妹館・株式会社サン浦島 

「地球の輪郭」と 
「自然の共存」を 
実感できる宿 

美しい日本の 
“季節”季を 
ゆっくりと感じて 
いただく宿 

サン浦島悠季の里 （ゆうきのさと）  

御宿 The Earth （おやど ジ アース） 

        世界遺産熊野古道と共に 

きほく千年温泉  ホテル季の座 （ときのざ） 

      ゆったり のんびり 夢ごこち 

志摩の国温泉  ねぼーや 

       牡蠣とワインと音楽と ・・・ 

鳥羽浦村温泉 あじ蔵ＣａｒｏＣａｒｏ 

日本の伝統文化を受け継ぐ最後の業種は 
旅館業と考えています。 

 
古きよき文化にふれながら、仕事の出来ることに
大きな誇りと喜びを感じていただけると思います。 
「接を持って心にふれ」、「食を通して福を知る」 

 
幸せな気持ちでお客様をもっと幸せに！ 

三重県 

亀山 

四日市 

津 

伊勢 
鳥羽 
志摩 

紀北 

サン浦島悠季の里 

御宿 The Earth 

ＭＡＣオートキャンプ 

MACオートキャンプ 人・海・山が大
空の下で一体。 
あふれる自然の
中でスタッフも
「イキイキ！」 



本  社：三重県鳥羽市鳥羽3-7-7 
               NTT鳥羽ビル２階 

設  立：1990年2月 

資本金 ：1,000万円 

代表者 ：吉川 勝也 

取引先；JTBグループ、楽天株式会社、        

      リクルートグループ、等々 

会社概要・沿革・インフォメーション 

2006年 経産省より地域再生事業で採択される 
2012年 海外事業部の製品が伊勢神宮に奉納 
2012年 吉川代表が鳥羽市観光協会長に就任 
2014年 地域人づくり事業で採択される 

地域貢献と受賞 

▼1990年       
㈱サン・サービス設立 
      ▼1997年 
      あじ蔵CaroCaro開業 
            ▼2000年 
            心湯あそび ねぼーや開業 
                  ▼2002年 
                  ホテル季の座開業 
                        ▼2004年 
                        オイスターバーあじ蔵開業 
                              ▼2009年 
                              三重県より指定管理者受託 
                                    ▼2014年 
                                    ホテル季の座大浴場棟「沐亭」の露天風呂改装 
                                          ▼2015年 
                                          ホテル季の座にチャペル建築 

ドメイン 
 
・旅館の経営   ・旅館ホテルの買収並びに再建   ・海外事業 
・水産品加工販売  ・オートキャンプ場  ・第三セクターの管理運営（グループ企業） 

今後の事業展開計画 
 
・高質旅館の展開 ・インバウンド＆ＦＩＴ向けホテル展開 ・ビジネスホテルの展開 
・旅館ホテルの運営技術の横展開（例；介護事業） ・ＰＢ商品の拡大 

会社説明会＆選考会 
 
●会社説明会 
皆様のご都合に合わせ随時実施しております。希望の日にちを事前にお知らせ 
下さい。選考会にエントリーされたい方は会社説明会の参加が必須となります。 
エントリー方法は、弊社のＨＰ・ＦＡＸ・メールのいずれかとなります。 
 
●選考会 
随時実施しております。なお、９月は定期開催もございます。 
選考会エントリーは会社説明会のときに受付いたします。但し、採用枠が定員に 
達し次第終了となります。 

 フラッグのある国の言語対応 



【問合せ先】 ※電話・メール対応は平日10:00～17:00間となります。 

ＴＥＬ 0599-26-5818 （代） FAX 0599-26-5817 
E-mail  f.ito@sun-sv.com  http://www.sun-sv.com/ 

★エントリーフォーム；  http://www.sun-sv.com/entry.html 

エントリーフォームよりエントリーしていただき、会社説明会にご参加さ
れた場合、そのご意向に報い書類選考通過とさせていただきます。 
（必要書類は別途ご用意いただきます） 
 
応募資格 
・2015年4月～2017年3月に国内外の4年制大学・大学院・短期大学・専門学校を卒業、 
 または卒業見込みの方が対象 となります。 
・匿名及び連絡先が不明な電話番号やメールについては、ご返信しかねますのでご了承 
 願います。 
 
ご案内 
リクナビダイレクトなどwebより既にプレエントリーまたはエントリーして頂いている
場合は、弊社エントリーシートからのエントリーは不要です。 

私どもは一人一人との出会いを大切にします。 
直接お会いして、話を交わしましょう！ 

エントリーフォームへ 

http://www.sun-sv.com/entry.html
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