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仕事内容

【管理職ポジション】⾃社施設(結婚式場・葬儀場
など)の⽀配⼈として、店舗経営・マネジメントな
どを⼀任

対象

【学歴不問】◎マネジメント経験のある⽅ ◎経営
観点を⼤切にできる⽅ ◎サービス業界をけん引し
たい⽅

勤務地

【全国に展開する⾃社運営の結婚式場＆葬儀場】◎
東北・関東・関⻄・中国・四国・九州◎マイカー通
勤可（⼀…

最寄り駅

本⼋⼾駅、秋⽥駅、盛岡駅、勾当台公園駅、⾺⾞道
駅、深井駅、神崎川駅、ユニバーサルシティ駅、神
宮丸太町…

給与

⽉給50〜66万円＋賞与年3回＋各種⼿当【年収例】
■年収1000万円（⽉給67万6000円＋賞与など／年
商30億円の…

事業内容

■冠婚葬祭諸儀式の施⾏を⽬的とする各個⼈、団体
を会員組織とし、この会員の募集および管理業務 ■
冠婚葬…

「私たちが、諦めたらだめだ」そんな思いで、今あなたに呼びかけてい
ます。⽇本⼈は、誰かに感謝したり、誰かを応援したりすることを諦め
ていません。だから、私たちも諦めない。⼈⽣の節⽬を彩る【セレモニ
ー】の⼒を信じ、共に業界をけん引してくれる⼈材の募集です。

株式会社⽇本セレモニー
冠婚葬祭業界の「未来」をつくる⽀配⼈／年収600〜800万円

応募する

正社員 5名以上採⽤

求⼈詳細を⾒る 気になる

 

このページの先頭へ

 

気になる応募する

正社員 採⽤⼈数5名以上

掲載予定期間：2020/10/26（⽉）〜2020/12/20（⽇）

株式会社⽇本セレモニー
冠婚葬祭業界の「未来」をつくる⽀配⼈／年収600〜800万円
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この求⼈の募集要項へ

「企業に直接応募する」とは？  ※1 ※2

※1.ご⾃⾝で応募される際にサイト上で⼊⼒した情報は、送信ボタンを押すと求⼈企業の採⽤担当者へ直接送信されます。送信ボタンを押すことで、上記についてご本⼈の同意があるもの
とします。
※2.求⼈内容や応募結果についてのお問い合わせは求⼈企業へ直接ご連絡ください。dodaでは申し込みの訂正・削除などはお受けいたしかねますので予めご了承ください。

応募する

Pi k ! 求⼈詳細



求⼈コード 3004373286

気になる

年商835億円。業界をリードする⼤⼿セレモニー企業

新たな着想・挑戦・発信で業界の未来を担うポジション

年収600〜800万円。責任に⾒合う報酬で迎えます

気になる応募する

募集要項

仕事内容 【管理職ポジション】⾃社施設(結婚式場・葬儀場など)の⽀配⼈として、店舗経営・マネジメントなどを⼀任

具体的な仕事内容

◎全国約30ヶ所の結婚式場、220ヶ所以上の斎場を展開、90ヶ所以上の⽀店を持つ⼤⼿セレモニー企業
◎任せるのは、年商3億〜30億円の冠婚葬祭施設（結婚式場・葬儀場など）

■ラグジュアリーホテル・⾼級⾞専⾨ディーラー・エアラインサービス、その他ハイクラスサービス事業でのご経
験を⾼く評価します
■経営視点をお持ちの⽅、⼈材育成に携わった経験がある⽅、経営を担うポジションとして、⾼い志を持つ⽅を歓
迎します

━━
◆仕事内容
━━
あなたに⼀任する施設について、経営者の視点で運営していただきます。

□式場全体の業績管理
□イベントの企画や実施のサポート
□スタッフの採⽤、育成、マネジメント など

【具体的には…】
■式場全体の業績管理
お客様の組数、成約数、成約率、単価、売上、原価、販管費、利益などを算出し、データを分析。
各⽉、四半期、半期、通年の⽬標達成に向け、各セクションとの連携を図ります。

■イベントの企画や実施のサポート
当社が⼤切にしているのは価格より企画。お客様の希望を叶える企画・提案⼒が重要です。
企画を⾏なう社内プロジェクトにおいて、市場トレンドをふまえたアドバイスや承認を⾏います。

■スタッフの採⽤、教育、マネジメント
各セクション⻑から状況をヒアリングし、必要に応じて採⽤活動を実施。
求⼈の媒体選定から取材対応まで幅広く⼿がけます。
また教育スケジュールに基づいた指導や、社員のマネジメントも⾏ないます。

※その他、⼭⼝本社にて⽉1回の定例経営企画ミーティングにも参加いただきます（⽇帰り出張）

※社⻑や幹部と近いポジションであるため、経営者として学べることが多い環境です。

━━
◆キャリアステップ（研修制度が充実）
━━
⼊社半年間は現場でのメンバークラスの業務からスタート。
その後、⽀配⼈として当社運営施設にて従事していただきます。

※将来的には幹部職（事業部⻑）に就くことも可能です
（希望やスキルに応じた新ポジションを作ることも可能）

＜研修の流れ＞
2⽇間の座学、OJT（教科書とカリキュラムあり）
▼
3ヶ⽉のタイミングで全体研修
▼
半年〜1年にロープレ試験を実施

おしごと⽤語集

Pick up! 求⼈詳細

この求⼈を要約すると…

Pick up! 求⼈詳細



チーム組織構成

5283⼈の従業員が在籍する当社。⼥性管理職も活躍しています。

対象となる⽅ 【学歴不問】◎マネジメント経験のある⽅ ◎経営観点を⼤切にできる⽅ ◎サービス業界をけん引したい⽅

【特に歓迎する経験】※必須ではありません
□ハイクラスサービスの経験(ラグジュアリーホテル／航空／ハイクラス⾃動⾞関連事業など)
□冠婚葬祭事業に携わった経験
□営業経験（BtoCの経験は特に歓迎）

【こんな⽅なら、やりがいをもって活躍いただけます】
□業界トップクラスの⼤⼿企業でキャリアを磨きたい⽅
□サービス業界・セレモニー業界を⽀える⼈材になりたい⽅
□経営規模の⼤きな施設を任されたい⽅
□お客様の「⼈⽣」に関わる仕事を続けたい⽅

※業界経験不問

勤務地 【全国に展開する⾃社運営の結婚式場＆葬儀場】
◎東北・関東・関⻄・中国・四国・九州
◎マイカー通勤可（⼀部不可のエリア有） 

＜東北エリア＞
⻘森／秋⽥／岩⼿／宮城

＜関東エリア＞
神奈川

＜関⻄エリア＞
⼤阪／京都／奈良／兵庫

＜中国・四国エリア＞
岡⼭／広島／⼭⼝／愛媛

＜九州エリア＞
福岡／佐賀／⻑崎

◎⽀店情報は『勤務地⼀覧を開く』より確認ください。

勤務地⼀覧を閉じる

★＝＝以下、結婚式場＝＝★ ■⻘森県：ノートルダム⼋⼾ ／⻘森県⼋⼾市城下2-11-70 [最寄り駅]本⼋⼾駅

■秋⽥県：ノートルダム秋⽥／秋⽥県秋⽥市川尻町字⼤川反233-75 [最寄り駅]秋⽥駅
■岩⼿県：ノートルダム盛岡／岩⼿県盛岡市本宮3-50-31 [最寄り駅]盛岡駅
■宮城県：ファイブスターウエディング仙台 ／宮城県仙台市⻘葉区国分町3-1-11 [最寄り駅]勾当台公園駅
■神奈川県：ノートルダム横浜みなとみらい／神奈川県横浜市中区北仲通6丁⽬101番 [最寄り駅]⾺⾞道駅
■⼤阪府：アンジェリカ ノートルダム／⼤阪府堺市中区深井清⽔町1351-3 [最寄り駅]深井駅
■⼤阪府：デュクラス⼤阪／⼤阪府⼤阪市淀川区新⾼1-11-4 [最寄り駅]神崎川駅
■⼤阪府：ノートルダム⼤阪ONE／⼤阪府⼤阪市此花区島屋6-1-16 ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ12階

[最寄り駅]ユニバーサルシティ駅
■京都府：ザ・スクリーン／京都府京都市中京区寺町丸太町下ル下御霊前町640-1 [最寄り駅]神宮丸太町駅
■兵庫県：ノートルダム神⼾／兵庫県神⼾市中央区波⽌場町7-3 [最寄り駅]みなと元町駅
■岡⼭県：ヴェルジェくらしき／岡⼭県倉敷市笹沖662 [最寄り駅]倉敷市駅
■岡⼭県：リーセントカルチャーホテル／岡⼭県岡⼭市北区学南町1-3-2 [最寄り駅]法界院駅
■岡⼭県：セント・ポールズパーク プリムローズ／岡⼭県岡⼭市北区平野544-1 [最寄り駅]庭瀬駅
■広島県：ノートルダム広島／広島県広島市⻄区古⽥台2-15-1 [最寄り駅]古江駅(広島県)
■広島県：ホーリーザイオンズパークセント・ヴァレンタイン／広島県福⼭市⻄町2-7-1 [最寄り駅]福⼭駅
■⼭⼝県：ノートルダム下関／⼭⼝県下関市⽵崎町4-2-22 [最寄り駅]下関駅
■⼭⼝県：ノートルダム周南／⼭⼝県周南市久⽶905-4 [最寄り駅]櫛ケ浜駅
■⼭⼝県：ノートルダム宇部／⼭⼝県宇部市神原町2-7-1 [最寄り駅]東新川駅(⼭⼝県)
■⼭⼝県：防府グランドホテル／⼭⼝県防府市駅南町15-20 [最寄り駅]防府駅
■愛媛県：THE GRIGHT／愛媛県松⼭市⼤街道2-5-12 [最寄り駅]⼤街道駅
■福岡県：ノートルダム マリノア／福岡県福岡市⻄区⼩⼾2-10-61 [最寄り駅]姪浜駅
■福岡県：ノートルダム北九州／福岡県北九州市⼋幡⻄区本城東4-12-25 [最寄り駅]陣原駅
■福岡県：アモーレヴォレ サンマルコ／福岡県北九州市⾨司区松原1-8-12 [最寄り駅]⾨司駅
■佐賀県：伊万⾥アイトワ サンティール／佐賀県伊万⾥市⼆⾥町⼤⾥甲1732 [最寄り駅]川東駅(佐賀県)
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勤務時間 10:00〜19:00 （所定労働時間：8時間0分）
※勤務エリアにより変動あり

雇⽤形態 正社員

※試⽤期間：最⻑6ヶ⽉

給与 ⽉給50〜66万円＋賞与年3回＋各種⼿当

【年収例】

■⻑﨑県：⼸張の丘ホテル／⻑崎県佐世保市鵜渡越町510番地 [最寄り駅]佐世保中央駅
■⻑﨑県：ライフステージ佐世保 アイトワ／⻑崎県佐世保市福⽯町20-15 [最寄り駅]佐世保駅

            
★＝＝以下、葬儀場＝＝★ ■⻘森県：栄町典礼会館／⻘森県⻘森市栄町⼀丁⽬6-4 [最寄り駅]筒井駅(⻘森県)

■⻘森県：⼋⼾典礼会館／⻘森県⼋⼾市⿃屋部町5-1 [最寄り駅]本⼋⼾駅
■⻘森県：弘前典礼会館／⻘森県弘前市⼤字中⽡ケ町1 [最寄り駅]中央弘前駅
■秋⽥県：秋⽥典礼会館／秋⽥県秋⽥市⼭王2-4-15 [最寄り駅]秋⽥駅
■秋⽥県：横⼿典礼会館／秋⽥県横⼿市前郷字下横⼭55-1 [最寄り駅]横⼿駅
■秋⽥県：⼤曲典礼会館／秋⽥県⼤仙市花館柳町2-7 [最寄り駅]⼤曲駅(秋⽥県)
■秋⽥県：本荘典礼会館／秋⽥県由利本荘市⽔林3-6 [最寄り駅]⽻後本荘駅
■秋⽥県：能代典礼会館／秋⽥県能代市芝童森15-2 [最寄り駅]能代駅
■秋⽥県：⼤館典礼会館／秋⽥県⼤館市中道三丁⽬1-54 [最寄り駅]⼤館駅
■岩⼿県：盛岡典礼会館／岩⼿県盛岡市中野⼀丁⽬10-10 [最寄り駅]仙北町駅
■岩⼿県：⼀関典礼会館／岩⼿県⼀関市⾚荻字桜町103-2 [最寄り駅]⼭ノ⽬駅
■岩⼿県：北上典礼会館／岩⼿県北上市町分3地割205-1 [最寄り駅]柳原駅(岩⼿県)
■岩⼿県：釜⽯典礼会館／岩⼿県釜⽯市野⽥町三丁⽬3-16 [最寄り駅]⼩佐野駅
■岩⼿県：宮古典礼会館／岩⼿県宮古市太⽥⼀丁⽬3-33 [最寄り駅]⼭⼝団地駅
■宮城県：泉典礼会館／宮城県仙台市泉区松森字中道16 [最寄り駅]⿊松駅(宮城県)
■⼤阪府：新⼤阪典礼会館／⼤阪府⼤阪市淀川区野中北1-1-77 [最寄り駅]三国駅(⼤阪府)
■⼤阪府：浪速典礼会館／⼤阪府⼤阪市浪速区塩草⼆丁⽬6番10号 [最寄り駅]芦原橋駅
■⼤阪府：⾼槻典礼会館／⼤阪府⾼槻市出丸町1-2 [最寄り駅]⾼槻市駅
■⼤阪府：守⼝典礼会館／⼤阪府守⼝市⾦⽥町四丁⽬1-13 [最寄り駅]⼤⽇駅
■⼤阪府：京阪典礼会館／⼤阪府寝屋川市⽇新町21-26 [最寄り駅]⾹⾥園駅
■⼤阪府：⼋尾典礼会館／⼤阪府⼋尾市東久宝寺⼀丁⽬4-18 [最寄り駅]近鉄⼋尾駅
■⼤阪府：堺⻄典礼会館／⼤阪府堺市⻄区菱⽊2丁2412-1 [最寄り駅]富⽊駅
■⼤阪府：堺中央典礼会館／⼤阪府堺市中区新家町1番2 [最寄り駅]⽩鷺駅
■京都府：京都典礼会館／京都府京都市上京区今出川通⼤宮東⼊ル元伊佐町266 [最寄り駅]今出川駅
■奈良県：平城典礼会館／奈良県奈良市押熊町780-1 [最寄り駅]⾼の原駅
■兵庫県：尼崎典礼会館／兵庫県尼崎市若王寺三丁⽬19番17号 [最寄り駅]園⽥駅
■岡⼭県：⼭陽典礼会館／岡⼭県岡⼭市南区古新⽥1167-9 [最寄り駅]妹尾駅
■岡⼭県：倉敷典礼会館／岡⼭県倉敷市中島807-1 [最寄り駅]⻄富井駅
■広島県：広島⻄典礼会館 ／広島県広島市佐伯区隅の浜三丁⽬9-11 [最寄り駅]⼭陽⼥学園前駅
■広島県：福⼭典礼会館／広島県福⼭市佐波町⼩橋 [最寄り駅]備後本庄駅
■広島県：尾道典礼会館／広島県尾道市⼭波町338-1 [最寄り駅]東尾道駅
■広島県：三原典礼会館／広島県三原市古浜2-2-15 [最寄り駅]三原駅
■⼭⼝県：菊川典礼会館／⼭⼝県下関市菊川町⼤字上岡枝705 [最寄り駅]⼩⽉駅
■⼭⼝県：下関典礼会館／⼭⼝県下関市楠乃2-551-115 [最寄り駅]新下関駅
■⼭⼝県：宇部典礼会館／⼭⼝県宇部市⻄平原2-9-33 [最寄り駅]岩⿐駅
■⼭⼝県：⼭⼝典礼会館／⼭⼝県⼭⼝市下⼩鯖925-1 [最寄り駅]⼭⼝駅(⼭⼝県)
■⼭⼝県：岩国典礼／⼭⼝県岩国市関⼾1006-4 [最寄り駅]⻄岩国駅
■⼭⼝県：周南典礼会館／⼭⼝県周南市新宿通6-10-22 [最寄り駅]徳⼭駅
■福岡県：北九州典礼会館／福岡県北九州市⼩倉北区江南町4-20 [最寄り駅]⾹春⼝三萩野駅
■福岡県：⼋幡典礼会館／福岡県北九州市⼋幡⻄区⼣原町4-12 [最寄り駅]陣原駅
■福岡県：⽼司典礼会館／福岡県福岡市南区⽼司3-5-31 [最寄り駅]博多南駅
■福岡県：橋本典礼会館／福岡県福岡市⻄区橋本⼆丁⽬15-7 [最寄り駅]橋本駅(福岡県)
■福岡県：久留⽶典礼会館／福岡県久留⽶市梅満町1170-1 [最寄り駅]花畑駅
■福岡県：古賀典礼会館／福岡県古賀市天神１-25-11 [最寄り駅]古賀駅
■⻑崎県県：佐世保典礼会館／⻑崎県佐世保市⼤和町387-3 [最寄り駅]⽇宇駅
■⻑崎県：メモリアルホール中央葬斎／⻑崎県松浦市志佐町庄野免153-25 [最寄り駅]松浦駅



■年収1000万円（⽉給67万6000円＋賞与など／年商30億円の店舗の場合）
■年収750万円（⽉給53万8000円＋賞与など／年商3億円の店舗の場合）

◎インセンティブあり（契約数やお客様アンケートをもとに評価）

年3回（夏・冬・期末）

年1回（2⽉）

年収600万円〜800万円

待遇・福利厚⽣
【各種⼿当】
◆役職⼿当
◆単⾝赴任⼿当
◆成績⼿当
◆グロス賞制度（担当式典通算件数に応じた報奨⾦3万円〜50万円）
◆交通費⽀給（規定による）

【福利厚⽣】
◆社会保険完備
◆制服貸与
◆退職⾦制度
◆資格チャレンジ制度
◆保養所あり
◆永年勤続表彰

休⽇・休暇
■4週8休制
■年末年始休暇
■夏季休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇
（取得実績あり）
■育児休暇
（取得実績あり）
■特別休暇
■リフレッシュ休暇
■メモリアル休暇…1年に1度、個⼈の記念⽇（誕⽣⽇など）を含めた3⽇間の連休取得可能

給与にプラスしてもらえる⼿当・インセンティブ

賞与

昇給

⼊社時の想定年収

各種制度

休⽇・休暇

社員インタビュー

億を超える売り上げの店舗運営を⼀任されているので、経営者と同じ景⾊を⾒られていると感じます。責
任の重さを実感する⽇々ですが、ホスピタリティの⾼い従業員たちに⽀えられ、充実した毎⽇を過ごして
います。

22歳の時に当社へ⼊社し、以来30年になります。こんなに⻑く続いているのは、出会いにあふれた職場
だから。社⻑・上司・先輩、メンバー、そしてお客様に成⻑させていただいていると実感しています。

「ほっとかない、焦らせない」という⾵⼟があります。⾏き詰っている社員も決して切り捨てず、活躍の
場を変更するなど、対応してくれるんです。営業職で⼊社して、企画職でエースになった社員もいるんで
すよ。

同僚 ⽀配⼈ ■責任とともに、やりがいを実感

上司 吉富さん
■統括マネージャー（採⽤担当）
■前職は⼯業系

同僚 ⼥性社員 「認めてくれる環境、⽀えてくれる協⼒体制が万全です！」



【葬儀の打合せ⾵景】プランのご案内も⼤切です
が、まずはご遺族の想いをお伺いするところから始
めます。

【挙式会場】新郎新婦様はもちろん、ゲストの⼼に
も⼀⽣残るような「世界にひとつ」の感動を届けま
す。

【ナイスライフ・システム】成⼈、結婚、お別れ
――。⼈⽣の節⽬に向けた資⾦づくりもサポートし
ています。

取材レポート

冠婚葬祭業界を取り巻く環境が⼤きく変化する中、多くのセレモニー
企業がその在り⽅について模索を続けている。そんな中で、同社は
「⼈は、⼈を想う。」という最もシンプルな答えに向かって、迷いな
く進んでいる様⼦がうかがえた。

同社の担当者は⾔う。
「たとえば、かけがえのない⼀⼈娘のために。たとば、男⼿⼀⼈で育
ててくれた⽗親のために。たとえば、幼い頃そっとお菓⼦を分けてく
れたおばあちゃんのために。祝う気持ちや感謝の想いは、どんな時代
でもなくなるものではありません。だから、私たちはこの事業を守り
続けます」

『形を変える』ことと『無くなる』ことは、全く違う――。
そう実感した取材となった。

＜アモーレヴォレ サンマルコ＞ラグジュアリーで豪華な空間が、ゲストを⾮⽇常
の世界へといざないます。

同社の特徴は、【FIVESTAR WEDDING】や
【⽣きる、お葬式。】に代表されるように、
⼀つひとつのセレモニーをカスタマイズ化し
ていること。これほどの企業規模であっても
「定型化する」という道を選ばず、むしろ企
業⼒を活かして「多様性にお応えする」とい
う運営⽅針をとっている。
「お⼀⼈おひとりのために最良のサービスを
届けたい」という思いがある⽅にとって、や
りがいにあふれた仕事となるだろう。

採⽤担当者は「あなたの⼒を存分に発揮して
いただくことはもちろん、会社と共に更に成
⻑してほしいと思っています」と語る。今回
募集している⽀配⼈という職務は、社⻑や幹
部に近いポジションである分、時には激励だ
けではなく叱咤もあるはずだ。しかしそれ
は、あなたに期待し、共に成⻑を願うからこ
そ。「社員を⼼から思いやる⽂化」が根付い
ている同社ならではの督励と受け⽌め、⾃⾝
の成⻑につなげたい。

⽇本セレモニーが、業界のオーソリティであり続けている理由。
会社・事業の優位性は？

やりがい きびしさ

応募⽅法

応募⽅法 本ページ内＜応募する＞ボタンより、必要事項をご⼊⼒の上、ご応募ください。

※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※提供いただいた個⼈情報は採⽤活動のみに使⽤し、第三者への開⽰・提供はいたしません。
※求⼈情報は、掲載期間が過ぎますとサイト上から削除されます。
※応募した求⼈内容を確認したい場合は、本ページを印刷されるなどのご対応をお願いいたします。

選考の流れ

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス対策のため、マスク・消毒・アクリル板を導⼊するなどし、万全な体制で⾯接を⾏っておりま
すので、ご安⼼ください。

【書類選考】1

【⾯接・筆記試験】2

【内定・⼊社】3



あなたにお会いできることを楽しみにしております。
ご応募、⼼よりお待ちしております。

＊＊

【書類選考】
レジュメでの選考後、履歴書・職務経歴書を送付いただき、選考いたします。
選考結果は、追ってご連絡します。
   ▼
【⾯接・筆記試験】
これまでのご経験や、当社で頑張ってみたいことなど、リラックスして「あなたらしく」お話し下さい。
※オンライン⾯接実施（基本はwebでの⾯接となります）
   ▼
【内定・⼊社】

連絡先

株式会社⽇本セレモニー【⼈財開発課】
〒750-1114 ⼭⼝県下関市王喜本町6-4-50
Tel／083-283-2455（平⽇9:00〜18:00）
担当／⼈財開発課

※ご応募についての秘密は厳守いたします。
※ご応募いただく個⼈情報は、採⽤業務にのみ利⽤し、
他の⽬的での利⽤や第三者への譲渡・開⽰することはありません。

当社は、⼤阪府が取り組んでいる「緊急雇⽤対策事業」に賛同しています。

会社概要

事業概要 ■冠婚葬祭諸儀式の施⾏を⽬的とする各個⼈、団体を会員組織とし、この会員の募集および管理業務 
■冠婚葬祭施⾏に関する業務 
■結婚式場・葬祭式場の運営 
■宝⽯・貴⾦属の販売 
■貸⾐裳 
■宿泊業 
■飲⾷業 
■⼀般区域貨物⾃動⾞運送事業 
■物流センター業務 
■仏壇・仏具・墓⽯販売 
■介護居宅サービス事業 
■前各号に付帯する⼀切の業務

所在地 〒750-1114
⼭⼝県下関市王喜本町6-4-50（本社）

設⽴ 1972年6⽉14⽇

代表者 代表取締役 神⽥ 忠

従業員数 5283名（アルバイト・パートスタッフ含む）

資本⾦ 4億3085万円

平均年齢 30代

企業URL http://www.aigroup.co.jp/ 

「企業に直接応募する」とは？  ※1 ※2

応募する




