
あなたは外食産業に
何を求めますか？
ご馳走様の笑顔と出会う、生き生きとした毎日。
理想の美味しい料理を追求する創作の喜び。

ヒット商品を開発し、行列の出来るレストランを実現。
プロフェショナルな腕を磨き、いつか仲間とお店を開業する夢…

外食産業には、沢山の可能性と夢が溢れています。
アール・ティー・コーポレーションでは、
一人ひとりの夢と自己実現を適える、
新しい形の外食産業を目指しています。



□ 代表挨拶 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

アール・ティー・コーポレーションは、
髙島屋グループの外食部門を担う、
フードカンパニーです。「おもてなし」
を第一とする百貨店の DNA を引き
継ぎ、私たちが何より大事にしてい
るのは、「また来たい！」と思ってい
ただける、“お客様の満足” です。
日本が豊かになるに伴い、日本の外
食産業は発達してきました。“グルメ”
への関心は世代を超えて高まり、ラ
イフスタイルの変化に合わせ、次々

と新しい食ビジネスが生まれていま
す。“日本の食” のバラエティとクオ
リティは世界でも類を見ないレベル
となり、海外観光客の訪日目的の
No.1が食体験といわれるほど成熟。
その最大の要因は、確かな目と舌を
持つ日本のお客様のニーズに応えて
きたからです。
「最旬」や「本物」、「隠れた名店」
から「コスパ抜群店」の情報を検索、
食巡りを楽しむ。毎日の美味しい生
活を探求する、「世界一のお客様」
の存在が、日本の外食産業成長を
させています。
アール・ティー・コーポレーションは、
そんな “お客様の満足” にお応えす
るため、時代に相応しい、本物のク
オリティとホスピタリティを追求して

いきます。また既存事業にとどまら
ず、新しい食ビジネスの提案にも挑
戦していきます。髙島屋グループの
伝統に革新をもたらすため、好奇心
と行動力を持ち、“食” でお客様をよ
り幸せにする “新しいフードカンパ
ニー” を共に作っていく人材を求め
ています。そのために私たちは、そ
こで働く一人ひとりが成長し、自己
実現できる環境を確立していくこと
が重要だと考えています。

株式会社
アール・ティー・コーポレーション
代表取締役社長

〝目指せ、また来たい店！ 笑顔と美味しさで感動を！″
美味しい料理と温かいサービスを武器に、未来へ歩み続けます。



□ 企業理念 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

髙島屋グループの「社員食堂」から始まり、現在は全国 100 店舗以上に。
新規事業も始動、今後も更なる成長を実現します。

私たちは、美味しく楽しく、心地良い食文化を創造し
社会に貢献する企業を目指します。

髙島屋の社員食堂と店内レス
トラン運営からスタート

START
鼎泰豐海外一号店を新宿髙
島屋にオープン

1996 年
糖朝の日本一号店を青山に
オープン。マンゴプリンブー
ムの火付け役となる。

2002 年
話題の商業施設を中心に様々な店舗を出店中。私た
ちは美味しい料理と最高のサービスを武器に常に
未来へ歩み続けます。

～現在

渋谷スクランブルスクエア

東京ミッドタウン
六本木

横浜
ランドマークプラザ

私たちは、髙島屋グループの「社員食堂」と「店内レストラン」からスター
トしました。1996 年、世界的人気レストランだった台湾の「鼎泰豐」
の運営を開始し、その後も「糖朝」・「フォション」などの海外人気レス
トランを導入し事業を拡大。現在は髙島屋各店舗のみならず、人気の商
業施設にも出店し、事業所数は全国 100 店舗以上になりました。新規
事業も計画中で、今後も更なる成長を実現します。

“いつも人から” をスローガンに掲げ、美味しい料理と温かいサー
ビスを武器に未来へ歩み続けます。

いつも、人から。



□ 事業紹介 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

様々なブランドのレストラン・喫茶店を運営しています。髙島屋内
を中心に、有名ショッピングセンターや動物園などの公共施設にも
店舗を展開しています。

外食事業
RESTAURANT BUSINESS

髙島屋の社員食堂と店内レストランから始まった、アール・ティー・コーポレーションの事業は拡大を続け、大き
く分けて 3 つの事業に成長致しました。全国各地で様々なブランド展開をする外食事業、日本一の社員食堂を目
指す業務受託の給食（ダイナー）事業、そして、安心安全で安定した商品提供を実現するセントラルキッチンで
の製造事業です。ここでは、ひとつひとつの事業内容について詳しくご紹介致します。

レストラン等の店舗運営をする外食事業を中心に、
それをサポートする製造事業があります。

日本一の社員食堂を目指す髙島屋施設内の社員食堂をはじめ、大
学や専門学校、公共施設の食堂、学生寮の食事を提供しています。

給食（ダイナー）事業　
DINER BUSINESS

味の標準化や店舗作業の軽減をはかるため、複数店舗の調理を一
か所で集中的に行う「セントラルキッチン」を運営しております。

製造事業
CENTRAL KITCHEN



□ 外食事業（主なブランド紹介） R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

鼎泰豐 店舗紹介 （関東14店舗・近畿3店舗・その他4店舗）

ディンタイフォン／台湾点心

点心師の調理風景

新宿店（海外1号店）

1996年海外1号店として日本鼎泰豐は新宿髙島屋に誕生し、さらに、その美味しさは世界から
認められ、日本各地・アメリカ・中国・シンガポールなど、現在世界13カ国168店舗に広がる小籠
包ナンバー１のグローバル飲食ブランドとして更なる成長を続けています。

台湾本店 人気メニューのチャーハン

※2020年4月現在

渋谷スクランブルスクエア店

スタッフ（制服イメージ）

1958年に台湾台北市で創業した小籠包が看板料理の点心料理店『ディンタイフォン』。
1993年にはニューヨークタイムズ紙で「世界の人気レストラン10店」の
1つに選ばれるなど、世界各国の多くのお客様が来店する世界的な点心ブランド！！

看板メニューの「小籠包」は、
卓越した技術を持つ点心師
がお店で一つひとつ包みあげ
ています。

阪急うめだ店 アミュプラザ博多店



□ 外食事業（主なブランド紹介） R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

糖朝 店舗紹介（関東4店舗・近畿2店舗・その他2店舗）

調理の様子

髙島屋日本橋店

自慢の香港スイーツ 人気メニューのお粥

※2020年4月現在

大阪髙島屋店

スタッフ（制服イメージ）

1991 年、華やかな時代に香港（ハッピーバレー）で生まれた「糖朝」。
「医食同源」の思想を大切に、【心と身体に美味しい料理】の文化を広め国内外で双方の
支持を獲得してきました。「香港スイーツブームの火付け役」！！

2019年「ポケモン」とコラボ
したオリジナルタピオカドリ
ンクの販売も行いました。

阪急博多店 糖朝CAFE横浜ランドマークプラザ店

トウチョウ／香港スイーツ

日本糖朝は、2002年東京青山に初出店し、現在「スイーツレストラン糖朝」に加え、ファースト
フードスタイルの「糖朝CAFÉ」「糖朝 粥茶館」など、お客様のニーズにあわせた【心と身体に
美味しい料理】を展開しています。



□ 給食（ダイナー）事業　 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

給食（ダイナー）事業　店舗紹介（全国52店舗）

髙島屋日本橋店本館社員食堂

メニューの一例

※2020年4月現在

AOZORACAFE

メニューの一例（イメージ）

髙島屋グループの「社員食堂」運営が我社のルーツ。社員食堂は髙島屋グループ
従業員の息抜きの場となっています。我々の「笑顔」と「美味しい料理」で、髙島屋
グループ従業員に「”やすらぎ”を提供したい」、そのホスピタリティが我々の原点 !!

大阪東別館 髙島屋新本社ビル

髙島屋グループ「社員食堂」運営で培ったノウハウをもとに、外部の企業・学校など、多くのお
客様に、「美味しい」「選べる」「楽しい」、栄養バランスを考えた料理に、笑顔を添えて提供し
ています。アール・ティー・コーポレーションならではの「顧客価値提供」にチャレンジし続け
ています。

社員・学生食堂・物品販売所

社員・学生食堂運営
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スタッフ（制服イメージ） 栄養士も活躍中笑顔での接客風景



□ 製造事業 （セントラルキッチン） R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

最新機器と人の融合 作業風景 店舗を下支えするスタッフ セントラルキッチン外観徹底した衛生管理

お客様へ同じ美味しさ・安心安全をお届けする、また各店舗がお客様サービスに
専念するため、「最新機械」と「人の手」の融合により、様々な下ごしらえを一括集中で
行う「セントラルキッチン」。会社を下支えする「縁の下の力持ち」!!
徹底した衛生管理の中、各店舗で提供する商品の一次加工を担い、各店舗の「顧客価値提
供」と「店舗業務効率化」に大きく貢献しています。アール・ティー・コーポレーションの次な
る成長に向け、日々様々な検証・改善にチャレンジしています。

商品一次加工

セントラルキッチン
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□ アール・ティー・コーポレーション ブランド一覧 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

ディンタイフォン／
台湾点心

トウチョウ／
香港スイーツ

トウチョウカフェ／
香港スイーツ

フォション ル・カフェ／
フレンチカフェ

レストランローズ／
カジュアルレストラン

ソバドコロカヤバ／
そば・天ぷら

バラマド／
喫茶店

リビエラ／
喫茶店

オージーヒルグリルレストラン／
動物園ズーラシア内レストラン

ローズキッチン／
ローズキッチン学生食堂

  



お仕事・社員紹介

店舗運営スタッフ 本部スタッフ

経営戦略部スタッフ

管理本部スタッフ

商品開発

品質衛生管理

購買管理

店舗開発

営業企画

販売促進

経理

マネジャー

調理長

ホールリーダー

ホールスタッフ

調理リーダー

調理スタッフ

アール・ティー・コーポレーションの様々な仕事内容を
実際に働いている社員を通して紹介します！！
アール・ティー・コーポレーションでは様々な方が活躍しています。そして働くひとりひとりにそれぞれの役割があります。
店舗を運営する担当スタッフから始まり、店舗責任者や本部スタッフまで、日々成長し、新たなステージへチャレンジを
続ける先輩社員を通して、アール・ティー・コーポレーションのお仕事内容を紹介します。

人事

総務



□ お仕事・社員紹介 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

チームマネジャー
東日本第1営業部 東日本第2グループ 恵比寿レストランチーム ／ 高橋 研哉（40代）
中央大学卒業

強い組織づくりのために、
誰よりも元気に
笑顔で先頭に立つ事を心がけています
限られた時間のなかで、限られた
資源をつかっていかに最大限の結
果を出すかが私の仕事です。
最適なオペレーションは、店舗の
物理的な広さや形、スタッフの要
員状況などの内的要因によって異
なりますし、また社会的な情勢、
気候、土地柄、客層などといった
外的要因でも変化します。
広い視野、そして経験と勘が必要

とされるお仕事です。お店は団体
競技なようなもので、各スタッフが
最高のパフォーマンスで臨めるよ
う、時に監督として、コーチとして、
チームリーダーとして常に笑顔で
先頭に立つことを心がけています。

社員食堂を中心に、大阪・京都・岡
山・米子の4エリアを担当していま
す。マネジャー8名をはじめ、スタッ
フ200名位を先導しています。チー
ムをゴールに導くため、全店舗を巡
回しながら、各店のマネジャーだけ
ではなくアルバイトさんとも話しま
す。時には聞き手としてスタッフの
悩みや相談事を、解決できない問
題があれば会社に伝えます。そし

て、会社の意向を自らの言葉で伝
え、チーム全体が理解し、目標達成
に向かって進めるよう、会社と店舗
のパイプ役を担います。僕は何より
も楽しい職場作りを心がけていま
す。 チームの雰囲気が良くなれば、
主体的に行動をはじめます。そうし
て、目標数値の達成が出来たときは
じめて達成感とやりがいを感じま
す。

複数店舗を束ねるエリアマネジャーです。
組織の中で時には厳しく、時には寄り添いチーム
目標達成までの全体図を把握し先導します。

グループマネジャー
西日本営業部 西日本第１グループ ／ 百田 圭介（30代）
京都食品衛生専門学校卒業



□ お仕事・社員紹介 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

マネジャー
東日本第３グループ 玉川レストランチーム 糖朝玉川店 ／ 日下 静香（20代）
目白大学短期大学部卒業

店舗運営に関わる全ての責任者。
多様なスタッフが働く店舗を強力なリーダーシップで
ゴールに導きます。
私は新卒で入社してからずっと糖
朝で働いています。
3年目でリーダーを任され、5年目
でマネジャーになりました。
お店作りはチーム作りだと思いま
す。話しをする事で信頼関係を築
く事を大事にしています。
お客様も従業員も多様で、マニュ
アル通りにやっても、うまくいかな
い事があるというのが現場。だか

らこそ難しい。そんな時は、臨機
応変に即興で対応するしかありま
せん。自分で状況判断してマニュ
アルにない行動が出来たときは、
自分自身の成長を感じることが出
来るし、やりがいでもありますね。
考えるよりもまずは行動する事。
その連続が想像もできないような
成長に繋がっています。

ホールリーダー
東日本第3グループ 横浜レストランチーム 鼎泰豐横浜店 ／ 中村有理（20代）
国際観光専門学校卒業

接客のプロとして、マネジャーの指示のもと
すべての人が笑顔でいられるよう、 営業の最前線で
指揮を執るお仕事です。
マネジャーの指示のもと、お客様
が笑顔になれるよう、ホールスタッ
フ総勢 16 名をリードする役割で
す。マネジャーが目指す方向に向
かい、スタッフの皆が理解し行動
出来るように、どのような方法で
何を伝えるかをいつも考えていま
す。私自身が、ホール業務だけで
なくキッチン業務も含め、作業オ
ペレーションを熟知していること、

そして案内・接客等ホール業務全
般のスキルを常に磨き続けている
事が何よりの説得力になります。
また多様なスタッフ一人一人との
普段の会話を通して信頼関係を
作ってゆく事も重要だと考えます。
お客様から『美味しかったよ』の
言葉が頂けた時は嬉しいですし、
皆で目標達成できた時には気分も
アガりますね。



□ お仕事・社員紹介 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

調理リーダー
東日本第1グループ 日本橋レストランチーム 鼎泰豐日本橋店 ／ 吉元 聡（20代）
新宿調理師専門学校卒業

調理長
東日本第2グループ 恵比寿レストランチーム 鼎泰豐恵比寿店 ／ 上浦 健一（20代）
辻調理師専門学校卒業

調理長の右腕として、時には従業員の悩みや
相談に耳を傾けながら、常に最高の料理が
お客様に提供されるよう調理場全体を指揮します。
調理場のオペレーションコント
ロールを中心に、調理長指示のも
と各調理場スタッフをリードする
お仕事です。具体的には鍋を振り
ながら小籠包を作るスタッフに指
示出しをします。
指示に対してスタッフが素直に動
けるようになるためには、コミュニ
ケーションの積み重ねが最も大事
で、お店のスタッフ全員と色々な

話をするよう心がけています。
調理長と色々な会話を交わす事で
仕事が円滑になった体験がすごく
役にたっています。
理想の調理長に近付けるように忙
しい時でも皆で声を掛け合い、よ
り良い店舗を作れるように心がけ
ています。

調理部門に関わる全ての責任者として
料理の品質維持以外にも食材原価の管理や
スタッフのシフトコントロール・教育も行います。
僕が考える調理長のお仕事は大き
く３つ。お店のコントロール・教育・
そして環境づくり。
シフト作りや原価、食材、水光熱
費管理など業務は多岐にわたりま
すが、僕ひとりでは結果は出せな
いので、お店のスタッフを育成し
て役割分担していくことが重要だと
思っています。
やる気のある人には一人一人の個

性を尊重しながら、僕が任せても
らったようにどんどん仕事を任せて
います。
僕は実家が島根で、今は東京の社
宅にいますが、家族にプレゼント
を贈ることが仕事のモチベーショ
ンになっています。帰省の折には
手料理を振舞います。美味しいと
言ってもらえることが何よりのご褒
美です。



□ お仕事・社員紹介 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

衛生巡回、レシピの確認、そして
法令に基づいたものとして、アレ
ルギーのチェック、食品表示の仕
方など、管理栄養士の業務は多岐
にわたります。基礎知識は勿論で
すが、専門的な知識も必要とされ
るお仕事です。
最も重要なのは危険を察知する能
力だと思います。そのためには、
過去のデータや机上の知識だけで

なく、営業現場でのたくさんの失
敗経験と、現場スタッフとのコミュ
ニケーションが不可欠です。今後
事業拡大をしてゆく中で、私たち
の存在意義は益々重要になってい
ると身が引き締まる想いです。

品質管理とは、衛生管理に留まらない、
外食企業としての商品クオリティーを維持し
底上げするお仕事。

管理栄養士
経営戦略本部 品質管理担当 ／ 牧 富士恵（40代）
東京家政学院大学短期大学卒業

営業部にて管理栄養士として入社
し、品質管理、購買部門を経験し、
商品開発部門の業務に従事して
います。時代のトレンドをいち早く
捉え、現場からの声を集約し、会社
の方針に沿いながら、商品開発を
進めます。
あくまでも料理をつくる主役は営
業です。私の仕事は料理好きの彼
らが主体的に業務に従事出来るよ

うディレクションしてゆく事です。
そのためには、何よりもまず現場を
熟知する事が重要です。
当社は外食事業、給食事業、製造
事業と幅広い事業展開をしていま
すので、多面的な情報データがあ
なたの経験になります。

複数店舗を束ねるエリアマネジャーです。
組織の中で時には厳しく、時には寄り添いチーム
目標達成までの全体図を把握し先導します。

商品開発
ブランド開発部 商品開発グループ ／ 中山 祥子（40代）
東京家政学院大学卒業



□ 先輩社員インタビュー R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

夢は管理栄養士！東京での寮生活は本当に楽しいですよ！
Q入社理由は？
A 学校の実習で社食の体験があり、
そこで興味を持ちました。それで
就職活動の際に RT コーポレー
ションの HP を閲覧していたので
すが、そこで「従業員の方が健
康に過ごしていけるような料理を

提供するのが目的です」というよ
うなコメントがあり、その言葉に
共感し、この会社に決めたんで
す。RTコーポレーション自体は、
就職活動中に先生から教えても
らいました。

Q現在の仕事内容は？
A 社員喫茶でのパンの焼き作業や
仕込み、食材の発注などを主に
やっています。野菜を切ったり、
盛付をしたりパスタを絡めたりな
ど、調理もときどきやっています
ね。あとは最近締め作業や券売
機の入金、出金作業など店舗運
営に関わる重要な仕事も任せて
もらえるようになりました。

Q夢、目標は？
A 将来は管理栄養士の資格を取り
たいです。私が立てた献立でお
客様に喜んでいただきたいです。

Q一番嬉しかったことは？
A 自分が焼いたパンをお客様が召し
上がってくださって、『美味しかっ
たよ』と言われた事が一番嬉し
かったです。あと、お取引先の
営業の方から『パンを焼くのが
上手になったね』と声をかけら
れたのがうれしかったです。

P R O F I L E

message

仕事が充実しているので、プライベートも買い物やお出かけで充実して
います。寮に入る方は早目に生活用品を揃える事がお勧めですよ !

学生への
メッセージ

私服姿の田中さん
プライベートショット

Private Shot!!

東京での生活は本当に楽しいですよ！

田中 歩乃佳（21 歳）

2019年3月　精華女子短期大学卒業
2019年4月　入社
2019年7月　営業本部関東ダイナー
 営業部第1グループ（当時）
 AOZORACAFE本配属

P R O F I L E

ある一日のスケジュール

09：00  出勤
09：10 パン焼成
12：00 休憩（ランチ）
12：30 翌日分のパン仕込み
15：00 片付け
16：00 退社

先輩社員
INTERVIEW

2019年卒



□ 先輩社員インタビュー R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

専門学校での教育実習で楽しいと思ったことが入社のきっかけです !
Q入社理由は？
A 社員食堂で働きたいと思って、
1ヵ月間玉川店の社員食堂で実
習に入ったのですが、その時に
楽しいと感じた事がきっかけにな
りました。

Q現在の仕事内容は？

A 鼎泰豊で看板商品の小籠包の成
型業務に就いています。調理全
般を覚えなければいけないので
すが、先輩からは、鍋場、麺場
のお仕事についてはこれから覚
えていこうと言われています。

Q職場の雰囲気は？
A 年齢の近い先輩方が多く活躍さ
れているので、何でも話しやす
いですし色々話しかけられたりし
ます。和気あいあいという言葉
が近いですけど、その中には仕
事の緊張感もありますね。

Q就職前と比べて変わったことは？
A 責任感です。特に時間に対する
意識は変わりました。遅刻や欠

勤が絶対出来ないという雰囲気
があるのは勿論ですが、決めら
れた予定や計画を確実に達成す
るという責任感が生まれました。

Q一番嬉しかったことは？
A先輩に褒められると嬉しいですね。
小籠包が最初は上手くできな
かったのですが、普段厳しい先
輩が、『お、出来るようになった
じゃん』と言ってくれたのが嬉し
かったです。

message

仕事を充実させるためには、プライベートの時間がとても必要だと思います。
プライベートで楽しめる事を社会人になるまでに是非見つけておいてください。

学生への
メッセージ

私服姿の松岡さん
プライベートショット

Private Shot!!

仕事もプライベートも充実させよう !

松岡 大瑚さん（21歳）

2019年3月　織田調理師専門学校卒業
2019年4月　入社
2019年7月　営業本部鼎泰豊
 第2グループ（当時）
 日本橋店本配属

P R O F I L E

ある一日のスケジュール

10：00  出社
  仕込み補助
11：00 営業開始・点心調理
14：00 休憩（ランチ）
15：00 鍋・麺調理補助
18：30 退社

先輩社員
INTERVIEW

2019年卒



　

□ 先輩社員インタビュー R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

私たちの職場は女性が活躍できる場所だと思います。
Q入社理由は？
A 元々中国料理に興味があって、
台湾へ行った際、鼎泰豊の小籠
包を食べてすごく感動したんで
す。それで、絶対この会社に就
職したいと思いました。この会社
一択で、他の会社は受けません

でした。
Q現在の仕事内容は？
A 主に蒸し作業を担当しています。
蒸す時間とホールが運ぶ時間を
計算して、最初にお客様が蓋を
開けた瞬間が一番良い状態にな
るように意識して仕事をしていま
す。まさに今、自分が感じた感
激をお客様に届けるための仕事
をしているんだなという実感があ
ります。

Q職場の雰囲気は？
A すごくアットホームで、女性が活
躍できる現場だと思いますよ。
体力勝負な側面もありますけど、
アルバイトの方は女性も多いで

すし、小籠包に関しては繊細さ
も求められるので、女性にはす
ごく向いている仕事です。他店
舗の人とかと交流することも多く
て、一緒に飲みに行ったりもして
います。台湾人の先生とも仲良
くなったので、4 月の選抜研修
では絶対に台湾行きたいですね。

Q一番嬉しかったことは？
A お客様に『美味しい』と言っても
らえる事が一番嬉しいです。あ
と、職場の同僚や先輩に自分の
仕事が認められる事
は嬉しいです。

message

就職するとお仕事以外の時間が限られてしまうので、アルバイトでも勉強でも
いいので学生時代にしか出来ない事を追究して欲しいです。

学生への
メッセージ

少しでも点心のお仕事に興味を持ったら是非来て欲しいです。

私服姿の島子さん
プライベートショット

Private Shot!!

島子 千枝さん（21歳）

2019年3月 二葉栄養専門学校卒業
2019年4月 入社
2019年7月 営業本部
 鼎泰豊第1グループ
 新宿店本配属

P R O F I L E

ある一日のスケジュール

09：40  出勤
  麺場準備・デザート仕込み
11：00 営業開始・麺場調理
13：00 休憩（ランチ）
14：00　 麺場・小籠包調理
17：00　 デザート仕込み
18：00 退社

先輩社員
INTERVIEW

2019年卒



□ 先輩社員インタビュー R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

話しやすい雰囲気があるので分からない事を先輩に相談しやすい環境 !
Q入社理由は？
A 父が調理師で、集団調理を勧め
られたのがきっかけです。友人か
らもこれからは集団調理が面白い
ぞとすすめられ、給食希望で入
社しました。研修などを通して中
華業態の面白さに気付かせて頂

き、今ではすっかり小籠包造りの
奥の深さにはまっています。

Q職場の雰囲気は？
A すごく楽しいです。学生時代のア
ルバイトの職場では年上の先輩
は話しかけづらい存在でした。
RT では先輩への礼儀とかマナー
は当然必要ですけど、話しやす
い雰囲気があるので分からない
事やプライベートな事なども何で
も相談できる環境です。

Q一番嬉しかったことは？
A 鼎泰豊ではガラス張りの成型室
で小籠包を作っているのですが、
子供たちがじっと見てくれてたり、
写真を撮っているお客様がいたり

すると、なんだか有名人になった
ような気分で嬉しくなりますね！

Q夢、目標は？
A もちろん調理長になることです。
業務をもっと覚え、調理技術も
レベルアップし評価してもらえる
ようになりたいです。そして尊敬
する先輩たちのような調理長にな
流のが目標です。

message

あいさつ、笑顔、社会人としてのマナーなど、当たり前の事を当たり前
に出来るという事がとても大事ですよ！！

学生への
メッセージ

私服姿の橋詰さん
プライベートショット

Private Shot!!

様々な挑戦をし、共に頑張って行きましょう！

P R O F I L E

橋詰 翔さん（20 歳）

2019年3月　横浜調理師専門学校卒業
2019年4月　入社
2019年7月　営業本部鼎泰豊第3ｸﾞﾙｰﾌ
 恵比寿店本配属

P R O F I L E

ある一日のスケジュール

10：00  出勤・開店準備
11：00 営業開始
  調理業務全般従事
  翌日の仕込み
14：00 休憩（ランチ）
15：00　 調理業務全般従事
19：00 退社

先輩社員
INTERVIEW

2019年卒



□ 入社後のキャリアステップイメージ R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

社員食堂、鼎泰豐などの多様な事業展開に加え、社内外講師による実践形式のセミナー等を
通じて自ら発見したキャリアプランを実現することが可能です！店舗運営の中心となるマネ
ジャーや調理長を目指す方もいれば、店舗をサポートする本部スタッフへの道も。多様なキャ
リアがありますが、共通目標は「お客様に感動を届ける！」ことです。

一人ひとりの理想に応じた「キャリアプラン」を実現できるよう
様々なセミナーや研修をご用意しています。

モ デ ル ケ ー ス

マネジャー 
25才／入社5年目
□月収：26万円
□ボーナス：年2回
□残業：月20時間
□年収：400万円

調理長

□月収：30万円
□ボーナス：年2回
□残業：月25時間
□年収：450万円

開発担当
30才／入社9年目
□月収：32万円
□ボーナス：年2回
□残業：月20時間
□年収：500万円

エリアマネジャー

□月収：38万円
□ボーナス：年2回
□残業：月20時間
□年収：600万円

28才／入社8年目 35才／入社13年目

サービス補助／
ホールリーダー

ホール
スタッフ

エリアマネジャー ／ 総調理長 ／ 部長

マネジャー／調理長
（25歳から）

START

店舗サービス
業務

調理補助／
調理リーダー

調理
スタッフ

START

店舗調理
業務

企画・開発・
品質管理等

各部署
スタッフ

START

各種 本部
業務

セミナー・研修
試験

新入社員研修①
（髙島屋グループ研修）

本配属
（入社後3ヶ月）

進級試験

技能試験

社内研修

外部研修

新入社員研修②
（自社研修）



□ 福利厚生／社内制度 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

髙島屋健康保険組合・グループ共済会への加入など、髙島屋グループならではの充実した福利厚生制度に加え、関東
には独身寮をご用意しています！更に、髙島屋各店における買物割引制度や育児・介護勤務制度、資格取得支援制度
など、安心して長く働くことの出来る環境を整えています。仕事と家庭の両立が可能です！

ご家族も安心！ 髙島屋グループの
充実した福利厚生、就労環境も魅力です！

グループ会社ならではの特典。
髙島屋各店における買物割引制
度があります。

買物割引制度 育児・介護勤務制度

育児・介護をサポートする休暇・
休職・短時間勤務制度が充実し
ています。

□ 出産休暇
 産前・産後8週間づつ
□ 育児規定
 2年間の休職後、時短勤務可能

□ 髙島屋内10％OFF
 髙島屋内での買い物が10％ 
 OFFになる職員買い物カード 
 をお渡しします。（※規定あり）

□ 海外研修
 台湾への海外研修（選考あり）
□ 外部研修
 講師を招いての研修制度あり

□ 一部負担還元金
□ 高額医療費の付加給付
□ 訪問看護療養費付加金 等

研修・資格取得支援制度

髙島屋グループの通信講座を活用
し、接客・マネジメントや語学・
PCなど様 な々知識を習得できます。

病気やケガになった時、安心して
療養できる保障・援助制度が充
実しています。

髙島屋健康保険組合 髙島屋グループ共済会

慶弔金、罹災給付、医療費補助、
法律相談、ベビーシッター・託
児所利用料補助など、各種給付
金が受けられます。

社員寮

都内駅近に 2ヶ所の社員寮を完
備。わずかな負担で安心して働く
ことができます。（※入寮規定あり）

イメージ イメージ イメージ

イメージ イメージ イメージ

□ 結婚・出産祝金
□ 子女入学祝品 等



□ 会社概要 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

数字で知るアール・ティー・コーポレーション

96
2,400

11,900,000,000

3
名

円

約 %
⤴⤴7.5

営
業
所

年
間

営
業
収
益

成
長
率 9.5営

業
利
益

成
長
率

突
破

%
直
近

全国の髙島屋、話題の商業施設、主要ター
ミナル駅周辺に出店。働く仲間は総勢
2,591 名。多様な働き方を実現。

安定的な営業利益を確保しながら積極的な投
資やシステム改修など様々な改革を推進してい
ます。

営業収益119億円を突破。本年度も新規出店が
決定しており、次なる目標200億円突破を目指し
チャレンジを続けます。

社　　　名 株式会社 アール・ティー・コーポレーション 

代　表　者 花谷　聡子

設　　　立 昭和61年2月8日（2001年2月1日　合併）

資　本　金 4億7千万円（平成17年4月1日増資）

株　　　主 株式会社　髙島屋（100％出資） 

営業店舗数 全国101営業所（2020年1月）

営 業 収 益 122億円（2020年1月）

従 業 員 数 社員285名、契約社員113名、パート・アルバイト2,193名（2020年1月）

ホームページ http://www.rt-c.co. jp

本　　　社 〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目12番10号 髙島屋グループ本社ビル2F
電話：03-5205-6041  FAX：03-5205-6048
e-mail：tokyo@rt-c.co. jp

大 阪 本 部 〒556-0005
大阪府大阪市浪速区日本橋3-5-25 髙島屋 東別館7F　
電話：06-6563-7990  FAX：06-6563-7992O
e-mail：osaka@rt-c.co. jp

※2020年2月時点

※2020年1月時点

（※2020年12月時点）



□ 営業所一覧 R.T.CORPORATION CORPORATE PROFILE

関東地区（69 営業所）
【 東京都 】
日本橋 髙島屋S.C.

・ 鼎泰豐

中国地区（1営業所）
【 岡山県 】
岡山 髙島屋

・ 社員食堂

九州地区（1営業所）
【 福岡県 】
アミュプラザ博多

・ 鼎泰豐

東北地区（1営業所）
【 宮城県 】

エスパル仙台

・ 鼎泰豐

【 千葉県 】
柏 髙島屋ステーションモール

・ 鼎泰豐

堺 髙島屋

・ 社員食堂・コンビニ

泉北 髙島屋

・ 社員食堂・カフェ

うめだ 阪急

・ 鼎泰豐

住之江競艇場

・ ニュートップ

【 京都府 】
京都 髙島屋

・ 鼎泰豐

洛西 髙島屋

・ 社員食堂

・ 糖朝

・ 社員食堂・カフェ・コンビニ

髙島屋新本社ビル（日本橋）

・ 社員食堂・コンビニ

新宿 髙島屋

・ 鼎泰豐

玉川 髙島屋S.C.

・ 鼎泰豐

Tekko Avenue （東京駅八重洲口）

・ 鼎泰豐

キラリトギンザ （銀座）

・ 鼎泰豐

カレッタ汐留

・ 鼎泰豐

アトレ恵比寿

・ 鼎泰豐

渋谷スクランブルスクエア

・ 鼎泰豐

東京ミッドタウン（六本木）

・ 糖朝 粥茶館

（※2020年12月時点）

池袋 東武百貨店

・ 鼎泰豐

・ フォション パリ ル・カフェ

東京ソラマチ

・ 鼎泰豐

東洋大学 赤羽台キャンパス

・ 糖朝CAFE

・ 糖朝

・ 社員食堂・カフェ・コンビニ

・ 社員食堂・カフェ・コンビニ

立川 髙島屋

・ 鼎泰豐

・ 社員食堂

・ 糖朝

東京ガス関内ビル

・ 横浜クラブレストラン

横浜物流センター

・ 社員食堂

日本工学院 蒲田校

・ 学生食堂・カフェ

立川市役所

・ レストラン

東京工科大学・日本工学院八王子専門学校

・ 教員食堂

・ 学生食堂・カフェ

・ 学生寮食堂

【 神奈川県 】

横浜 髙島屋

・ 鼎泰豐

横浜ランドマークプラザ

・ 鼎泰豐

横浜動物園ズーラシア

・ オージーヒルグリルレストラン

・ サバンナテラス

・ フレッシュネスバーガー

・ サーティーワンアイスクリーム

・ 糖朝CAFE

・ 横濱ローズ邸

・ 鳥どころ 京都 八起庵

・ 野田岩

・ 社員食堂・カフェ・コンビニ

・ フォション ル・カフェ

・ フォション ガストロノミ

・ レストランローズ

・ そば処 萱場

・ 喫茶 薔薇窓

・ カフェ・ド・セブン

・ 社員食堂・カフェ・コンビニ

柏 髙島屋

・ 鼎泰豐

東海地区（3営業所）
【 愛知県 】
JRタワーズプラザレストラン街

・ 鼎泰豐

【 岐阜県 】
岐阜 髙島屋

・ 社員食堂

JR名古屋髙島屋

・ 糖朝

・ 喫茶リビエラ

【 埼玉県 】
大宮 髙島屋

・ レストランローズ

【 群馬県 】
高崎 髙島屋

・ 社員食堂

・ 喫茶リビエラ

・ 社員食堂

・ ドトールコーヒー

・ 社員食堂・カフェ

流山おおたかの森S.C

・ 鼎泰豐

シャポー船橋

・ 鼎泰豐

近畿地区（21 営業所）
【 大阪府 】
大阪 髙島屋

・ 鼎泰豐

髙島屋 東別館

・ 社員食堂・コンビニ

・ 糖朝

・ TEA ROOM 薔薇窓

・ 社員食堂・カフェ・コンビニ




