
2024年度新卒採用
会社案内・募集要項



宿名『坐漁荘』の由来

【坐して魚を釣るがごとく】

『お客様には心の赴くままのんびりとお過ごしいただきたい』

という願いが込められています。



「日本と親しむ 情緒に憩う」
大切にしたいと考えているのは！

日本らしい伝統を重んじ、「お客様の期待を超えるサービス」を提供し、その文化
を世界に伝えていくことです。

そして『日本の心を守り、和の伝統をしっかりと維持していくこと』は

ABBA RESORTS GROUPのミッションです。

和の伝統を味わっていただける独自のプログラムを構築し、国内・外を問わず、全
てのお客様に日本の伝統文化をより深く理解していただくことが坐漁荘の使命と考
えています。

1．コンセプト



2．会社概要

坐漁荘は1968年2月14日開業。2023年
で創業55周年を迎えました。

当初は客室数4部屋、敷地面積600坪
からのスタートでした。

2016年に「ABBA RESORTS IZU 坐漁
荘」としてリニューアルオープンし
現在、東館と南館を含む本館、ヴィ
ラ棟の増築を経て、総客室数35部屋
敷地面積約6,000坪となりました。

会社名： 株式会社坐漁荘

設立年月日： 1968（昭和43年）年2月14日

資本金： 1000万円

代表取締役社長： 許勢 永

社員数： 75名（女性39名男性36名）(2022年1月1日現在）

本社所在地： 静岡県伊東市八幡野1741

主な事業内容： 旅館業



3．客室

【本館】

• 純和風で伝統的なしつらい。

• 空間のゆったりとした広さが魅力
の東館客室。

• 伝統的な日本建築の心地よさをお
楽しみいただけます。

• 居ながらにして静かなお庭を二方
向に眺めることができ、庭先から日本
庭園へと散策路が続いています。

• 一階のお部屋は四季折々の自然の
息吹と触れ合える露天風呂付き。縁側
から庭を抜けて日本庭園を散策するこ
とができます。

• 二階のお部屋は天気のいい日は部
屋から見える相模湾と、やまもも庭園
の緑を眺める、光ある空間の半露天風
呂付きです。



3．客室

【松琴亭】

• 本館離れの一戸建てスイートルーム。

• 庭の緑と静けさの中に佇む、高い生垣
で囲まれた一戸建てのお部屋です。庭を
眺めるリビングやベッドルーム、光と風
訪れるデッキや広縁、露天風呂。静けさ
に包まれてお過ごしいただくプライベー
トタイムに最適です。宿というより、別
荘感覚でご利用いただきたい純和風空間
です。

• 117号室「銀蘭」は愛犬家の為の、一
日一室限定のペットルームです。

• ほかのお客様に配慮し、またペット
オーナー様に気兼ねなくご滞在いただけ
るよう、専用のアプローチから直接客室
にお入りいただける造り。チェックイ
ン・チェックアウトもお部屋でしていた
だけます。

• 愛犬とともに豊かな時間をお楽しみい
ただけます。



3．客室

【露天風呂付ヴィラ】
• 和モダンスイートの別荘風プライベート
空間。

• 緑に包まれ、高原特有のさわやかな風が
吹き抜けるヴィラエリア。

• ヒメシャラや夏椿、ヤマボウシ、イロハ
モミジなどが風情ある表情を見せる敷地に、
別荘風のヴィラが点在しています。

• 屋外にはデッキチェアが置かれたルーフ
デッキが広がり、室内にはデッキを眺めるリ
ビングルームとベッドルーム。

• 露天風呂につかりながら、庭に広がる水
盤と空の色を眺めることができます。



3．客室
【プール付き ヴィラ】

• 竹林に彩られて建つプール
＆露天ヴィラ。

• 広いリビングルームやベッ
ドルーム、バルコニーがプー
ルサイドという遊び感覚にリ
ゾート感が溢れます。

• リビングルームとベッド
ルームがともに庭に面してい
て、開放感たっぷりのお部屋
です。露天風呂やデッキチェ
アで気ままな時間をお過ごし
いただけます。お客様のご要
望に応じてプールの水温は35
度まで設定でき、夏だけでな
く春、秋、冬にも人気のお部
屋です。



4．日本の文化継承
①日本庭園

やまもも、クスノキ、紫陽花、芭蕉。

国立公園に指定される森の中、生命力みなぎ
る原生林の合間に佇む坐漁荘。

桜だけでも寒桜、河津桜、ソメイヨシノ等７
種類もの桜が植樹されており、１月から４月
にかけて花をお楽しみいただけます。

樹木や四季折々の草花が咲く庭園を散策しな
がら、その見どころを専属庭師が解説する文
化体験もご用意しています。

自然の中に身を置き、心休まるひとときをお
過ごしいただけます。



人間国宝天田昭次師の作品をはじめ、鎌倉時代からの名刀が展示されています。

日本の芸術品の象徴とも言える日本刀の鑑賞方法、解説なども丁寧にされており、普段触れることの出来ない刀剣の美しさ
を詳細に知ることができます。

4．日本の文化継承
②日本刀ギャラリー 義の心



ロビーを抜け本館へ繋がる階段を上ると、ショーケースがあります。四
季折々の伝統ある着物を展示し、お客様の非日常を引き出しています。

時期によって内容は変わりますが、過去には若き日の上皇后美智子様の
お召しになり、内親王であられた黒田清子様の結納の時にお召しになっ
た、お揃いの貴重な作品の展示もありました。

4．日本の文化継承
③きものギャラリー



日本茶

香袋作り

折り紙

日本刀鑑賞

和装着付け体験

日本料理

日本庭園鑑賞

滞在の思い出に、日本の文化と歴史に触れる多彩
な体験をご用意しています。

4．日本の文化継承
④日本文化体験



【和食処 さくら】
一階と二階で14の個室を備えた和食処「さくら」。
プライベート感あふれるゆったりとした半個室のテーブル席にて、朝夕のお食事を
お召し上がりいただけます。
【フレンチ やまもも】
一階にフロア席と茶室。二階に個室1室と半個室2室、さらに鉄板焼コーナーを備え
たレストラン棟です。
【bar宵待】
こだわりのシングルモルトスコッチウイスキーと国産ウイスキー、熟練の技術を
持ったバーテンダーから造り出される色とりどりのカクテルを、ゆったりとしたソ
ファーテーブルで愉しむ大人の空間と時間を提供しています。

5. レストラン

さくら

やまももBar 宵待鉄板焼



【日本料理】
毎朝伊東の港から水揚げされた旬の地魚を中心に、「ふじのくに食の都づくり仕事人」として表彰され
た総料理長による、唯一無二の和懐石。食前酒も季節に合わせて手作りでご用意しています。また、有
田焼、京焼、越前塗などの貴重な器を数多く取り揃えており、古い器では３０年以上前の器も現役です。

【フレンチ】
伊豆近海で水揚げされた新鮮な魚介類や彩り鮮やかな野菜など、地元食材たっぷりの伊豆フレンチ。旬
の素材の力強さを活かし、四季折々に一品一品、丹精込めたコースメニューをご堪能いただけます。
ミシュラン掲載店舗を目標にしています。（2022年現在ミシュラン静岡は対象外となっています）

【鉄板焼】
目の前でシェフが焼き上げる美味しさをお楽しみいただける鉄板焼きコーナー。特選牛肉をはじめ、伊
豆の魚介類や野菜など、厳選した素材本来の美味しさをお召し上がりいただけます。ワインも各種豊富
に取り揃えています。

6．料理



【サスティナブルなランチを】

静岡県内にて持続可能な生産方法で作られた安心安全な
食材による創作料理を、静岡県藤枝市で農薬・化学肥料
不使用で茶栽培を続ける「人と農・自然をつなぐ会」が
提供するこだわりのお茶とともに提供。

「12．つくる責任つかう責任」「17．パートナーシップ
で目標を達成しよう」という2つの目標を意識して考案し
ました。

坐漁荘は食の安全や健康、環境への配慮を意識した「サ
スティナブル」に関するサービスを実施することで、今
後もSDGｓに貢献する取り組みを発信していきます。

【世界も注目、実力派シェフの味を伊豆で】

世界的な大会で上位に輝いた高山英紀シェフと、坐漁荘
料理長山本晋平との、食のコラボレーション。 料理の
テーマは”一期一会”。1年の中でも「今」しか出会えな
い食材に敬意を表し、素材の魅力と生産者の想いを一皿
に詰め込みます。また食を飾るのは世界に名をはせる日
本の伝統工芸を継承しつつ、新しい息吹を感じさせる
「現代版有田焼」。

「食」を通じて多彩な企画を展開し、世界と日本を代表
する「美食の文化」を国内外に発信しています。

7．SDGｓへの取り組み



8．スタッフ
坐漁荘を一緒に支えてくれている仲間たち。

それぞれいろいろな人生をいろいろな場所
で送ってきた全くの他人が、一つの場所を
一つの気持ちで守ることの奇跡。簡単な言
葉では言い表せられません。出会えた奇跡
に感謝しております。

一生の宝物をくれた人たちを、これからの
人生で忘れることはないと思います。

スタッフの温かみのあるおもてなしが、坐
漁荘の一番の魅力だと思います。高級老舗
旅館というと敷居の高いイメージがありま
すが、温かみのあるおもてなしができるの
は、どの部署のスタッフもお客様を思い、
業務をしているからこそ出来ることだと思
います。



9．社員寮
坐漁荘には第１寮、第２寮、第３寮の３つの社員寮があります。

どの寮も本館から徒歩５分圏内にあり、最寄り駅の伊豆高原駅
まで、浮山温泉郷マイクロバスが１日６便運行されています。
（無料）

それぞれの寮には共同の洗濯室があり、Wi-Fiも完備されてい
ます。

部屋は洋室フローリングワンルームタイプ。各部屋にはエアコ
ン、ユニットバス、クローゼット、ミニキッチンが備え付けて
あります。

第２寮は女子寮の為、玄関ドアはオートロック仕様です。

第２寮

第１寮

第３寮
洗濯室

各個室

キッチン



10．従業員食堂
レストランやまももと同じレストラン棟に、従
業員食堂があります。

毎日作りたて手作りの昼食、夕食が提供されて
おり

365日毎日利用できます。

コーヒーマシン、電子レンジ、トースターもご
自由にお使いいただけます。



11. 勤務体系

☆ 1ヶ月単位の変形労働時間制導入

☆ 年間休日104日

☆ シフト制（部署によります）

（例）7：00～16:00、12:00～21:00、21：00～翌朝8:00（３H仮眠）ナイト業務

☆ 36協定における特別条項及び時間外労働あり

☆ 社会保険完備

☆ 従業員食堂あり

☆ 単身者用社員寮・女子寮あり 10,000円/月

☆ 従業員割引制度あり

13. 福利厚生



宿泊サービス

雇用形態 ：正社員

外国人登用制度有

仕事内容 ：チェックイン/チェックアウト

予約や変更業務・PC操作

送迎 売店 荷物運び 清掃

コンシェルジュ業務

ナイト（夜勤）業務

労働時間 ：シフトによる交代制

基本給 ：専門卒・短大卒 210,000円

大学卒 230,000円

諸手当有 別途時間外手当支給

雇用期間 ：65歳定年 定年後再雇用有

経験・資格：不問

レストランサービス
（フランス料理・日本料理）

雇用形態 ：正社員

仕事内容 ：レストランにおける料理提供

（朝食・昼食・夕食）

ドリンクサービス 清掃

Barでのサービス

労働時間 ：シフトによる交代制

基本給 ：高校卒 190,000円

専門卒 210,000円

大学卒 230,000円

諸手当有 別途時間外手当支給

雇用期間 ：65歳定年 定年後再雇用有

経験・資格：不問

募集要項 2024年度新卒採用 ゲストサービス総合職



所在地 静岡県伊東市八幡野1741-42

従業員数 75名（女性39名男性36名）

客室数 35室 和室・和洋室・ヴィラ・プール付きヴィラ等

問合せ先

株式会社坐漁荘

ABBA RESORTS –IZU 坐漁荘

電話 0557-53-1170（代表）

メール saiyou@zagyosoh.com

担当 町田

mailto:saiyou@zagyosoh.com
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