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2009 年から 2017 年の間にインバウンド観光客の伸び率が高
かった都市で、大阪は第３位の 23.6％と目覚ましい成長を遂げ
ています。インバウンド観光客にとって大阪は「今、訪れたい都
市」と言えます。また 2025 年の万博開催地やカジノを含む統
合型リゾート（ＩＲ）施設の誘致も進んでおり、近年のインバウ
ンド市場の高まりから、さらなる経済効果が期待されます。

学校内で会社説明会を開催し、来年卒業予定の 50 名以上の生
徒に参加いただきました。ホテルでの業務について興味を持って
いただき、48 名もの応募がありました。その内の 16 名を来年
度入社として決定いたしました。新たなスタッフとして活躍いた
だけることを期待しています。

いです︒

今後の将来像

新たなる人材

マネジメントがはじま
RinoHotel

株式会社 Rino Hotel マネジメントが誕生したのは、2016 年
12 月８日。本町のホテル運営から始まり、その後 2017 年に
「炭
火焼肉 莉心」、翌年 2018 年に
「Welina Hotel 道頓堀」
「Welina
Hotel 梅田」、2019 年には「Welina Hotel Premier 心斎橋」
など数々のグループホテルを開業しました。

10 月から 2 月末の期間で日中文化芸術専門学校在籍生にホテル
での実務研修を開始いたしました。ベトナムからの留学生を 20
名受け入れます。
学生にとって社会に踏み出す前の貴重な経験の場を提供し、実践
的なスキルを学んでいただく事で社会貢献に取り組んでいます。

ように感じていました︒ 私の入社を契

ホテル事業の沿革

インターンシップ制度

けでした︒ 大阪市内の旅館で４年ほ

大阪市内のビジネスホテルの開発、営業、運営など幅広い事業
を展開し、お客様に快適なひとときをご提供しております。

日中文化芸 術専門学 校との
業務提携

機に

事業内容

いてみました！

ど支配人を務めていた経験をいかし

知らない、ホテル事業について高田知典さんに詳しく聞

私が入社したのが 2016 年 11 月、そのときにはホテル事業を他
社に委託する予定で進んでいました。私自身が前職で宿泊業の経
験があり、社長より
「ホテル運営も自社でやろう」とのお言葉を頂き、
ホテル事業部という新たな部署のスタートとなりました。

るという プレッシャーは︑ とても大 き

ホテル事業参入の経緯

どんどん拡大するホテル事業。意外と知っているようで

て働けたらと思い︑ すぐに応 募して

株式会社 RinoHotel マネジメント ホテルオペレーション部
部長 高田知典さんにご紹介いただきました

ホテル事 業の歩み

２

ホテル事業特集

Welina Hotel 本町

住 所：〒 542-0077 大阪 府大阪市中
央区道頓堀１丁目東７−８

インバウンドに人気の道頓堀商店街
や黒門市場へのアクセスがよく、外
国人の団体旅行、個人旅行共に人
気があります。

戎橋から徒歩２分という好立地。観
光や買い物に最適な立地なので、ア
ジアのＦＩＴ（海外個人旅行者）に
人気があります。

イトをしていましたので卒業したら日本のホ
テルで働くのが目標でした。現在、本町に
てフロントスタッフとして働いています。

DINK THI M Y K IM 様
所属：Welina Hotel 本町
スリランカ出身です。接客サービスが好き
で、今は心斎橋ホテルでフロントとレストラ
ン業務で働かせていただいています。もっ

新オープンの店舗情報

現在、新たに３施設がオー
プン予定。和をモチーフに
したホテルや大浴場を備え
たホテルなど様々な魅力を
持ったホテルになります。

と日本語とフロント業務を覚えて活躍したい
です。よろしくお願いします。

R EV K ANTHALE SEEWALEE THERO 様
所属：Welina Hotel Premier 心斎橋

要です︒チェックイン一つとっても︑丁

央区宗右衛門町６− 24

です。学生時代、ベトナムのホテルでアルバ

高田さんの挑戦は︑ まだ始まった

住所：〒 542-0084 大阪 府大阪市中

ベトナムから来ました。趣味は旅行すること

ばかりです︒

Welina Hotel Premier 心斎橋

活 躍中！

︱︱最後に︑今後の展望について

Welina Hotel 道頓堀

かったです︒ とにかく我 武 者 羅に働

2017 年に第一号店としてオープン。
周辺企業の方々や、大阪の「ミナミ」
と「キタ」を堪能したい外国人の需
要が多いです。

教えてください︒

央区久太郎町３丁目３−６

き︑ 失敗を繰り返しながらも周りの

住 所：〒 541-0056 大阪 府大阪市中

2019年８月29日

新拠点・東京拠点が営業開始！
� 月 �� 日髙田クレーン興業新東京支店が営業開始いたしました。
東京拠点の様子と新しく入社した内田さんと戎さんをご紹介します。

東京拠点の様子

社員旅行
レポート

先日実施された社員旅行。普段お話しできな
い方とも交流が持てたのではないでしょうか。
社員旅行の様子をレポートします！

日程：2019年9月22日～ 9月23日
参加人数：46名
行程：岡山の地酒・海鮮・果物堪能ツアー

2日目

長谷工コーポレーション様をはじめ、
銀行様や各業者様から

たくさんのお花をいただきました
〒���-����

東京都港区新橋２丁目 �� 番４号
電話：��-����-����

東京支店 配車及び事務担当

うちだ

もとこ

内田 誉子 さん

業務内容

今まで携わってこなかった分野

の仕事もあり、まだ分からない

ことも多いですが、一日でも早
く覚えたいです。

良い環境で働かせていただいて
いると感じています。ご迷惑をお

かけすると思いますが、これから
よろしくお願いいたします！

倉敷ビール
全国コンクール金賞コロッケ
夕食
宿泊

岡山産備前黒牛BBQ ！
マスカット狩り
マスカット狩り！

瀬戸内魚介の懐石料理
鷲羽グランドホテル備前屋甲子

新橋 SNT ビル９F

東京支店 事務担当

えびす

あさみ

戎 麻実 さん

業務内容

具体的な業務はまだ分かりません
が、請求書の作成など事務の仕

担当しています。

東京支店の皆さんは話しやすく、

ベティスミスジーンズミュージアム観光
昼食 くぼ農園

酒蔵見学
自由散策

FAX：��-����-����

クレーンの配車、入金関係などを

今後の目標、意気込み

1日目

帰阪

一般事務として、請求書の作成や

一緒に働く皆さんへ
メッセージ

日本
初
ジー の
ン
博物 ズ
館！

大阪出発
酒工房 独歩館
美観地区 倉敷

Topics

★新車導入します！

事です。今は研修中なので、しっ
かり学んでいきたいと思います。

今後の目標、意気込み

１日でも早く仕事を覚えたいです。

一緒に働く皆さんへ
メッセージ

早く役に立てるよう頑張りますの

で、これからよろしくお願いいた
します！

2019 年 11 月

750 ｔクローラー LR1750HS800

トラクタヘッド

★ 2019 年 忘年会開催します！
本社

日時：12 月 8 日
（日）12 時〜
場所：がんこ 阪急東通り店

東京支店

日時：12 月 22 日
（日）

1台

R650 A6X4NA CR20N(SCANIA 社製 ) １台
2018 年 忘年会の様子

