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本日の
スケジュール01
①日本に行くメリット

②先輩社員の声（台湾事務所　温さん）

③WBF グループの説明

④質疑応答
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日本で
働くメリット02

・日本語を活かせる

・給料の違い

・休日が非日常
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日本語が
活かせる03



04Holdings

給料の違い04

台湾 日本

平均
10 万円

平均
20 万円

台湾と日本では新卒の平均給料が 2 倍も違う
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休日が非日常05
仕事をいっぱい頑張っているから
お休みの日は・・・・



琉球温泉 瀬長島ホテル

ISLAND MAGIC SENAGAJIMA

                                     by WBF

ホテル WBF アートステイ那覇

リゾートインラッソ石垣

ホテルラッソアビアンパナ石垣島

ホテル WBF 石垣島

ホテルアクアチッタナハ by WBF

ホテル WBF 福岡天神南

ホテル WBF 福岡中洲 （2018.7.1 開業）

ホテル WBF グランデ博多 （2018.8.1 開業）

WBF リゾート沖縄　（10 ホテル）
北海道

ホテル WBF 札幌中央

ホテル WBF 札幌大通

ホテル WBF 札幌ノースゲート

ホテルラッソ釧路 byWBF

ホテル WBF グランデ函館

ラ･ジョリー元町 byWBF

ホテル WBF グランデ旭川

ホテル WBF 札幌すすきの

東京

ホテル WBF 東京浅草

（2018.6 月開業）

( 仮 ) ホテル WBF 横浜桜木町

（2020.4 月開業 )

WBF 北海道 （８ホテル）
大阪
シェルネルなんば
ホテル WBF 淀屋橋南
ホテル WBF アートステイなんば
ホテル WBF なんば元町
ホテル WBF 心斎橋 （2018.1.12 開業）

ホテル WBF 北浜 （2018.4.1 開業）

ホテル WBF 北船場 WEST
ホテル WBF 本町 （2018.6.7 開業）

ホテル WBF 北船場 EAST
ホテル WBF なんばえびす （2018.9.7 開業）

ホテル WBF なんば日本橋
ホテル WBF なんば黒門 （2018.12.10 開業）

ホテル WBF なんば BUNRAKU
ホテル WBF 新大阪スカイタワー
ホテル WBF グランデ関西エアポート
パームガーデン舞洲 by WBF
京都
ホテル WBF 京都四条錦邸
ホテル WBF 五条大宮 （2018.11.1 開業）

ホテル WBF 京都東寺 (2019.10 月開業）

WBF 大阪 ・ 京都 （２０ホテル）
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日本全国に
ホテル 36 店舗08
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2018 年だけで 13 店舗オープンしています。

目指せ︕
ホテル
100店舗

台湾にも進出予定
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日本全国に
ホテル 36 店舗09



ホテル業

オンライン事業 旅行業

温泉事業 観光地開発

観光業を

まるごと。
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ホテル以外も
事業を行う11
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WBF の
他社との違い13

・ホテルのコンセプトが全て違う

・常に面白い取り組みを行う

・人材に対する考えが違う



タイプ 規模 設備
カプセルホテル
シティホテル
リゾートホテル ...

客室の数
客室タイプ
ラウンジの大きさ ...

プール付き
温泉付き
バーラウンジ ...

同じホテルは一つもない︕
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コンセプトが
全て違う14



琉球温泉瀬長島ホテル

GRANCAMPING SENAGAJIMA by WBF

コンセプトが
全て違う15
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ホテルアクアチッタナハ by WBF

ホテル WBF アートステイ那覇
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コンセプトが
全て違う16



～サービス ver ～

無料カフェサービス キッズスペース＋キッズパジャマ シャンプーバー
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面白い
取り組み18



WBF は職種がたくさんある

ホテル業

オンライン事業 旅行業

温泉事業 観光地開発

観光業を

まるごと。

フロント・レストラン
レベニュー・マーケティング
マネージャー・開発 ...

ツアー企画者・営業
販売、バス ...

テナント管理・経理
イベント課・レジ販売 ...

フロント・クリーン
施設管理・マネージャー ...

営業・マーケティング
IT...
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人材に対する
考え方19



普通の会社は配属したら、職種や役職が変わるのは時間がかかる

一般的なホテル

フロント
フロント
リーダー

アシスタント
マネージャー 支配人

3 年～ 5 年 3 年～ 5 年 3 年～ 5 年
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人材に対する
考え方20



WBF が目指している流れ

現場スタッフ

専門職

現場のプロフェッショナル

専門職のプロフェッショナル

経営のプロフェッショナルマネジメント
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人材に対する
考え方21



実際の例22
ホテルのフロントから レベニューマネージャーに︕

実際の例23
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日本に住むためのサポート

・ビザ申請のサポート

・引っ越し代支給

・引っ越し直後に最低限必要なサポート
　（銀行口座開設、携帯電話の契約、不動産のサポートなど）

2018年だけで40名以上採用しており
ノウハウがあるのでご安心ください。
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実際の例22 スタッフへの
サポート25



働き始めてからのサポート

・慣れるまでは現場での同僚・先輩のサポート

・表彰制度や社員旅行などのイベント

・日本人でも外国人でも同じように
  ジョブローテーション＆昇格

国籍・年齢関係なく、
みんなで作り上げる会社を目指しています。
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実際の例22 スタッフへの
サポート26



一番最初の会社は非常に重要です︕
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実際の例22 初めての就職27

雑務ではなく
いろんな仕事をさせてくれる WBF で
一緒に働きませんか︖



質疑応答28
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