求人情報
スタッフレベル

ポジション名

【プーケット勤務】バケーションクラブ営業＆カスタマーサービス／ Owner Referral Executive

企業名

MVCI Thailand Ltd.

掲載開始・更新

2022-11-29 / 2022-11-29

職

種

カスタマーサービス - テレフォンオペレーター/アポインター
営業 - 個人営業
ホテル/レジャー/外食系/旅行 - ホテル関連職

業

種

旅行・ホテル・レジャー・外食
アジア タイ Phuket

勤務地

弊社は世界最大のマリオットホテル・グループのバケーションオーナーシップ社＜マリオットバ
ケーションクラブ＞のタイ法人です。
世界最大規模を誇るマリオットホテルグループが展開する、バケーションオーナーシップ社であ
る当社で、営業職の主力としてグローバルなチームに参加しませんか。
リゾート内セールスギャラリーにて
お客様に1回約90分のプレゼンテーションを行います/目安1日2組程度
（プログラムのご案内やバケーションのセールス）

仕事内容

・ゲストへパッケージ販売/ツアーの購入や予約のご案内
・オーナー候補のゲストに販売説明会への参加に関する詳細と要件の案内や説明
・優待プログラムや各種プロモーションのご案内など
・Promote awareness of brand image internally and externally. Use sales techniques that maximize
revenue while maintaining existing guest loyalty to Marriott.
・Recognize opportunities to up-sell the customer and sell enhancements to create a better Marriott
experience or event.
・Encourage guests or callers to purchase or schedule preview package sales/tours.
・Explain details and requirements related to attending a sales presentation to potential owners.
・Verify that individuals meet eligibility requirements for preview package sales/tours prior to
scheduling a tour for a Marriott vacation club property.
・Determine and give complimentary to guests as gifts for their patronage (e.g., rewards points,
show tickets).
・Answer guest questions about property facilities/services. Receive, record, and relay messages
accurately, completely, and legibly.
他の人のバケーションの夢をかなえながら、夢のキャリアアップをしませんか？マリオット・バ
ケーションズ・ワールドワイドは、世界各地のリゾートでバケーションオーナーシップを展開す
る世界有数の企業です。活力溢れる私たちのチームに参加しませんか？
Are you ready to grow your dream career while making others' vacation dreams come true? Marriott
Vacations Worldwide is a world premier organization for Vacation Ownership with resorts at
destinations around the globe. Join our team and help deliver unforgettable experiences that make
vacation dreams come true.

企業について(社風など)
【受動喫煙防止対策／Measures against passive smoking】
屋内原則禁煙／No smoking indoors allowed
応募方法：
英語CVを添付の上、ご応募お願いいたします。（オンライン面接可能）
◆ Selection details ◆
Please attach your English CV when you apply.

勤務時間

09.00 am - 06.00 pm
週休2日制
5 working days／2 days off
◎業界未経験者も歓迎 ！20代～40代活躍中！
【応募条件】

応募条件

-日本語と英語のコミュニケーションができる方
-積極的に話を聞き、対応することができる方
-社内外にブランドイメージの周知を図ることができる方
-納期を厳守し、タイムリーに業務を遂行できる方
-営業やカスタマーサービス(コールセンターや旅行予約受付など)やホスピタリティ業務経験3年
以上ある方
-Bachelor's degree in related major.
-Fluent in Japanese and English.
-Actively listen and respond positively.
-Promote awareness of brand image internally and externally.

-Perform all tasks in a timely manner ensuring all deadlines are met.
英語能力

日常会話(TOEIC 475-730)

日本語能力

流暢（日本語能力試験1級又はN1)

年

タイ・バーツ 65万バーツ 〜 100万バーツ
（月収：タイ・バーツ 5.4167万バーツ 〜 8.3333万バーツ)

収

-インセンティブ有
-通勤バス有（プーケット内）
-誕生日休暇
-食事手当
-洗濯手当
-社会保険
-生命保険・健康保険
-年金制度（プロビデントファンド）
-マリオット系列ホテル宿泊割引有り
-年1回の健康診断
-タイ在住ではない方は、ビザ、ワークパーミット支給手続きのサポート
給与に関する説明
- Attractive Commission
-Van Transfer (Phuket site)
-Birthday Leave
-Meal Allowance
-Laundry Allowance
-Social Security
-Life and Health insurance
-Provident Fund
-Marriott Associate Room Rate Discount Program
-Annual Health Check up
-Non Thai candidate, the company will sponsor visa and work permit process

休

日

タイ国祝日17日
年次有給休暇 8日
バースデー休暇

契約期間

正社員雇用／Hiring Fulltime position

最寄り駅

プーケット島
プーケット国際空港より車で20分
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