PRESS RELEASE

AXIA-Ladies in Hospitality
「輝くホテリエールの創出」をミッションに

AXIA Forum 2019 を 5 月 15 日（水）に開催
場所：ホテル雅叙園東京 カノビアーノチャペル
2019 年 3 月 15 日
「輝くホテリエールの創出」をミッションに、2018 年 8 月 30 日に設立されたホテル業界の有志に
よる任意団体 AXIA-Ladies in Hospitality（東京都千代田区、発起人：麻生亜也、以下、AXIA）は、
記念すべき第 1 回目の「AXIA Forum 2019」を 5 月 15 日（水）16：00～19：00、ホテル雅叙園東
京 カノビアーノチャペルにて開催いたします。
AXIA は、高い自己実現意欲と後進ホテリエールの育成に情熱を持った女性による任意団体。
「AXIA
FORUM 2019」では、基調講演に人材スペシャリストである株式会社 morich の森本千賀子代表を迎
えるほか、ホテルで働く女性たちによるパネルディスカッション 2 部を通じて、ホテル業界でキャリ
アを積み、輝ける人材になるためのたくさんのヒントを提供いたします。また、フォーラム終了後は、
同ホテルの Cafe＆Bar「結庵」にて Networking Party も開催いたします。参加費は、現職ホテリエ
ール 5,000 円、現役学生 2,000 円（消費税・懇親会費込み）
申込先：https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01f2z1102wg21.html#detail

株式会社 morich 森本 千賀子 代表

プロフィール

1970 年生まれ。獨協大学外国語学部英語学科卒。
1993 年リクルート人材センター（現 リクルートキャリア）に入社。転職
エージェントとして、大手からベンチャーまで幅広い企業に対する人材戦
略コンサルティング、採用支援サポート全般を手がけ、主に経営幹部・管
理職クラスを求めるさまざまな企業ニーズに応じて人材コーディネートに
携わる。約 3 万名超の転職希望者と接点を持ち、約 2,000 名超の転職に携
わる。
2017 年 3 月には株式会社 morich 設立、代表取締役として就任。転職・
中途採用支援ではカバーしきれない企業の課題解決に向けたソリューショ
ンを提案し、エグゼクティブ層の採用支援、外部パートナー企業とのアラ
イアンス推進などのミッションを遂行し、活動領域も広げている。
また、ソーシャルインベストメントパートナーズ（SIP）理事、放課後 NPO
アフタースクール理事、その他社外取締役や顧問など「複業＝パラレルキャ
リア」を意識した多様な働き方を自ら体現。3rd Place として外部ミッショ
ンにも積極的に推進するなど、多方面に活躍の場を広げている。
本業（転職エージェント）を軸にオールラウンダーエージェントとして TV、雑誌、新聞など各メディアを賑わし
その傍ら全国の経営者や人事、自治体、教育機関など、講演・セミナーで日々登壇している現代のスーパーウー
マン。現在、2 男の母。
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「AXIA FORUM 2019」概要
名

称：

AXIA FORUM 2019

場

所：

ホテル雅叙園東京

カノビアーノチャペル

東京都目黒区下目黒 1-8-1
プログラム：

Tel：03-3491-4111 (代表)

15:30 開場
16:00 開会宣言
16:05 基調講演：株式会社 morichi 森本 千賀子 代表
16:35 パネルディスカッション Part I ― キャリアブレークスルー・私がどのよう
にして今日のポジションに辿り着いたのか
中 弥生

三井ガーデンホテル銀座プレミア

総支配人

関 寛子

ザ ロイヤルパーク キャンバス銀座８

柳原 芙美

パレスホテル東京

総支配人

マーケティング室長

17:55 パネルディスカッション Part Ⅱ ― ホスピタリティ業界での様々な働き方・
関わり方
吉川 はな子 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ
玉岡 雅代

株式会社マラッツィ・ジャパン

E コマースマネージャー

代表取締役

平野 しのぶ 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント

ヴァイスプレジデント

19:00 閉会
Networking Party
19:00～21：00
料

金：

同ホテル Cafe＆Bar「結庵」

現職ホテリエール

5,000 円

現役学生

2,000 円

※ともに消費税・Networking Party 費込み
※働くママのご参加者へ 6 ヶ月～９歳児のベビーシッターをご用意。無料・5/10 までに要予約

定

員：

申し込み先：

先着 100 名様
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01f2z1102wg21.html#detail

問い合わせ先：AXIA 事務局

柳原芙美

Tel: 03-3211-5278

E-mail:yanagiharaf@palacehotel.jp

AXIA-Ladies in Hospitality について
VISION

輝くホテリエールの成長の場

MISSION

”輝くホテリエールの創出”
ホテル業界で活躍する女性を輝かせる
ホテル業界を女性が憧れる業界にする

AXIA のメンバーには、高い自己実現意欲と後進ホテリエールの育成に情熱を持った女性に集まってい
ただきたいと考えます。入会にはその思いを共有する AXIA のメンバーによる紹介・推薦が必要です。
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メンバーは勉強会・情報交換会・フォーラムのご案内と参加資格を得ることができます。また積極的
に AXIA の啓蒙活動に参加いただきます。参画希望者は、現メンバーにお問い合わせください。
団 体 名 称：

AXIA-Ladies in Hospitality

所 在 地：

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-5-3 Nagatacho GRID5F
AXIA 事務局

設立年月日：

SAVVY Collective 本社内

Tel:090-7730-3311

伊藤

宛

2018 年 8 月 30 日

設立メンバー： 発起人
設立メンバー

浅生 亜也

SAVVY Collective

代表取締役 CEO

中 弥生

三井ガーデンホテル銀座プレミア

関 寛子

ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座８

柳原 芙美

パレスホテル東京

高木 瑞枝

HRM Inc. 代表

総支配人
支配人

マーケティング室長

吉川 はな子 アゴーラ・ホスピタリティーズ E コマースマネージャー
伊藤 富美子 SAVVY Collective シニアマネージャー
渭東 史江

明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部

教授

桧垣 真理子 クオリティ・サービス・コンサルタント
特別顧問

阿部 佳

明海大学 ホスピタリティ・ツーリズム学部

教授

本件に関する報道関係者の方のお問い合わせ先
パレスホテル東京 マーケティング室長 柳原 芙美
Tel：03-3211-5278（直通） E-mail: yanagiharaf@palacehotel.jp
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