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●職種／①スキー、スノー
ボードインストラクター

　②パトロール　③受付
●期間／11月1日〜4月ス

キー場終了
●勤務時間／①②③9：30

〜21：00（早・遅番有）　
③オールナイトパトロール

（21：00〜翌6：00）
● 給 料 ／レッスン 時 給

￥1,100〜交通費（上限
有）

●待遇／リフト券、ユニフォー
ム貸与、スタッフ・トレーニ
ング有

●特典／スキー、スノーボー
ド・バッジ検定参加可

●資格／18歳以上（高校生不可）
　①SAJ2級程度以上
　②スキー、スノーボードが出来て大きい声が出せる　

③接客、簡単な経理が出来る

●募集人数／①20名　②6名　③3名
●応募方法／電話にて狭山希望と期間をお伝え下さい、

その後履歴書（写真付）送付、面接有
●交通機関／西武線西武球場前徒歩1分

㈱園部、狭山校スキースクール
〒359-1153　埼玉県所沢市上山口2167
担当者／園部　修　103・3729・0321　10月22日〜 104・2922・6466
E-MAIL：osonobe@pc5.so-net.ne.jp
URL：http://sports.geocities.jp/naebaracing/sayama.html

スキー場関係

レストラン

アイコン解説

宿泊施設

スキースクール

●職種／①スキースクールのレッスン、受付、大会作業
なお下記職種も同じ労働条件で募集しています。　
②宿泊施設のレストラン業務　③宿泊施設のフロン
ト業務　④カフェの飲食業務

●期間／12月中旬から4月上旬
●時間／8:00〜17:00（休憩1時間含。基本週休2日）
●給与／￥1,000から　※各自スキルに応じた手当有
●待遇／寮費￥600（1日3食込み）、ユニフォーム貸与、

技術指導研修有、往復交通費支給（当社規定）
●特典／ 村内スキー場平日リフト券無料、レンタルスキー

＆ウェア平日無料
●資格／18歳以上の健康な男女、就労時のピアス・

過度な茶髪・髭（男性）はNG
●応募方法／勤務可能日を明記し、写真付履歴書を

郵送してください

ミッフィースキースクール（かたしな高原スキー場）

NASPAスキーガーデン

SAJ1級以上は休日日給1万円。
もちろん未経験者でも大歓迎！住み込み可。

充実の待遇で元気なイントラ募集しています！

群馬県

新潟県

大都開発株式会社
〒378-0413　群馬県利根郡片品村越本2990
担当者／入澤正孝・黒澤達也　☎0278・58・2161　50278・58・2743
E-MAIL：enjoy@katashinakogen.co.jp　URL：http://www.katashinakogen.co.jp/

HRTニューオータニ（株）NASPAニューオータニ
〒949-6101　新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9
担当者／高橋・八木　☎025・780・6888　5025・780・6889
E-MAIL：ski.school@naspa.co.jp　URL：http://www.naspa.co.jp/ski/

狭山スキー場
都心から通いで出来るスキー&スノボイントラ

埼玉県

●募集職種／①スキー／スノーボードインストラクター　②スキーチューンナップ・レンタル
　③フロント・レストラン・バースタッフ
●給与／①当社規定により優遇（例：ステージⅢまたは正指導員￥231,000）
　②・③￥160,000〜（経験により優遇）
●勤務時間／週40時間・週休1日　　●交通費／航空運賃を含み全額支給
●待遇／3食及び軽食・寮完備（Wi-Fiあり）→月￥30,000の自己負担、社保完備（長期のみ）、

ユニフォーム・ゲレンデパス貸与
●特典／クラブメッド内施設利用可（プール・ジム・大浴場・レストラン・バーなど）／休日・休

憩時間自由滑走可／世界のクラブメッドリゾートでの夏期シーズンの就業や英会話上達
のチャンス有！！　資格取得に向けたトレーニングも予定中

●応募資格／20歳以上　①SIAシルバー・SAJ2級、または同等以上の資格をお持ちの方
　②・③未経験応募可能。経験者大歓迎！
●期間／11月下旬〜4月上旬　（短期での応募も受け付けております！）
●応募方法／履歴書（写真貼付・希望職種・期間明記）を郵送またはメールにてお送りくだ

さい

SIA公認校　クラブメッド 北海道 スキースクール
オフシーズンも働けるチャンスがあります！ 国際色豊かな仲間と働くスタッフ大募集！！

北海道

株式会社エス・シー・エム（クラブメッド 北海道）
〒106-0047　東京都港区南麻布3-20-1　麻布グリーンテラス6F
担当者／久保
☎03・5792・7619　503・5792・7616
E-MAIL：hr.japana@clubmed.com
URL：http://www.clubmed-jp.com/recruit/

●職種／①スキーインストラクター
　②スノーボードインストラクター
　③研修生　④パトロール
　⑤券売兼レンタル・レストラン等
●期間／12月上旬〜3月下旬（短期

可）
●勤務時間／8:00〜16：00（実働7

時間程度）④は19：00までの勤務
有⑤8:00〜19：00（実働7時間のシ
フト制）

●給与／①②③時給￥790レッスン
時2時間￥2,800〜￥4,000（資格、
経験等で個別設定）

　④時給￥800〜　⑤￥790
●待遇／寮完備、社員食堂有、ユニ

フォーム、リフト券貸与、交通費支
給、技術指導研修有、ナイター滑走
OK、加森グループのリフト優待あり

●資格／①②SIAセミゴールド、1級以上　③④2級以
上　英語、中国語できる方優遇　⑤不問

●募集人員／20名
●応募方法／履歴書に希望職種、期間、資格を明記

の上、自己アピール文を添えて郵送（メール可）
●応募締切／11月30日
●その他／スノースポーツの楽しさを全身でお客様に

伝えることが出来る方、明るい方を募集します。

夕張マウントレースイスキー場
雪質の良いパウダースノーの北海道で
技術も含めて様々な経験が出来ます！

北海道

SIA、SAJ、JSBA公認　マウントレースイスキー＆スノーボードスクール
住所／〒068-0411　北海道夕張市末広2丁目4番
担当／前川
10123・52・5000　50123・52・1612
E-MAIL：r-school@yubari-resort.com

●職種：スキースクール（常勤・非常勤・受付）
●期間：12月20日〜3月31日（短期応相談）
●勤務時間：8：00〜17：00（変動の場合有）
　※実動（7〜8H程度）
●給与：時給制￥850〜￥1,060（資格・経験考慮）
　※資格取得による昇給有り
●交通費：当社規定により支給●待遇：寮完備（無料）、

食堂完備（1食250円）、ユニフォーム貸与、グローブ

支給（常勤契約者）、リフト券貸与（弊社及び近隣特
定スキー場）、ホテル施設一部利用可

●資格：18歳〜60歳の明るく元気な男女
●応募方法：履歴書・職務経歴書をご送付ください。
　その後面接又は電話面接。
　空き時間には研修や個々の練習も可能です。未経

験者も研修があり安心して働いて頂けます。ご質問
は遠慮なくお気軽にお問合せください



●職種／①常勤スクールスタッフ（有資格
者）、研修生（無資格者）　②非常勤ス
クールスタッフ（指導経験者）

●期間／①12月上旬〜4月上旬（短期応
相談）　②1月中旬〜2月上旬、または年
末年始、土日祝

●仕事内容／①スキー、スノーボードレッス
ン。スクール受付業務。大会運営業務等

　②修学旅行など団体向けのレッスン、ま
たは繁忙期のサポート

●勤務時間／8:00〜17:00（休憩時間含） 
休日：シフト制による

●給与／資格・実務経験・勤務日数により
当社規定により支給、有資格者は資格
手当有

●交通費／当社規定により支給
●待遇／宿舎完備（寮費当社規定による）、

志賀高原全山リフト券・ユニフォーム貸
与、用具購入・チューンナップ割引有

●特典／空き時間滑走可、資格手当有、リッチーベル
ガー他、オーストリアデモによるトレーニング有、外国
人スタッフの在籍も多く国際交流も広がります。英語

力を活かしたい方大募集！
●応募資格／20〜50歳位（学生要相談）
●応募方法／電話またはHP応募フォームより、お申込

ください

●職種／スキースクール（ス
キー・スノーボード教師）、
レンタル、食堂、リフトな
どのスキー場業務

●勤務地／野沢温泉ス
キー場

●期間／12月15日〜4月2
日（職種により短期採用
有）

●勤務時間／8：00〜17：
00（職種により時間変
更有）

●給与／当社規定による
（資格、能力などにより
優遇）

●待遇／従業員寮完備（寮
費自己負担、3食付）、制
服貸与、休日のリフト利
用可

●資格／職種により異なるため詳細については直接お
問い合わせください。

●採用／男女50名程度

●応募／自筆履歴書（写真添付、希望職種明記）を受
理後、選考の上本人に通知します。

●締切／必要人数に達し次第終了

●職種：①長期コーチ②主任コーチ。研修生及び通年社員も募集中。
●勤務地：信州菅平高原スキー場
●給与：①月給￥150,000〜　②月給￥170,000〜￥220,000。研修生応談
●期間：①②12月中旬〜4月上旬。12月下旬〜2月中旬の期間及び繁忙期の短期（2〜3日

間）も募集中。通年でお仕事をご希望される方もご相談ください。

●資格：18歳以上の健康な
方。当スクールの指導法
講習会に参加できること。
講習会日程（12月10〜11
日、12月17〜18日）。主任
コーチはステージⅡまたは
準指以上。

●時間：8：00〜17：00の実働約5〜7時間（一部日程で変則となる場合があります）。
●交通：東京からの往復ツアーバス代を限度に補助。
●待偶：リフト券、食事、ユニフォーム、宿舎付。プロスタッフによる技

術研修が随時受けられます。事前に充実した指導法の研修会があ
るので未経験者でも安心してご応募ください。用具に関しても優待
制度があります。宿舎はゲレンデまで徒歩2分。食事はプロの専任
調理師が3食用意します。

●応募方法：HPの履歴書フォームまたは市販の履歴書にで写真を
添えてお送りください。ご質問は遠慮なく担当まお電話またはメール
ください。

菅平高原スキー場
ゲレンデ至近、技術アップも確実！！ シーズン通して安心して働けます。通年社員雇用も有り。

長野県

セッションクラブ　スキー＆スノーボードスクール
〒386-2211　長野県須坂市仁礼峰の原3153-974
担当者／北川（現地）・関（東京）　☎0268・74・3174　50268・74・3184
E-MAIL：sess@lezaty.co.jp　URL：http://www.lezaty.co.jp/
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志賀高原　奥志賀高原スキー場

野沢温泉スキー場

標高2000m 最高の環境がある！
技術向上と指導に興味と熱意のある方募集！

野沢温泉スキー場で一緒に働いてくれる
明るく元気なスタッフ大募集！！

長野県

長野県

杉山スキー＆スノースポーツスクール
〒381-0405　長野県下高井郡山ノ内町奥志賀高原 スポーツハイム奥志賀
担当者／花塚賢志　☎0269・34・2551（受付時間:8:30〜16:00）
50269・34・2553　E-MAIL：hanatsuka@sugiyama-ski.com
URL：www.sugiyama-ski.com

株式会社野沢温泉
〒389-2502　長野県下高井郡野沢温泉村豊郷7653
担当者／宮崎・山﨑
☎0269・85・3166　50269・85・2201
URL：http://nozawaski.com

●期間：12月中旬から5月上旬（ご
相談に応じます）

●勤務時間：8時15分から16時30
分（実働5時間程度）

●給与：資格・経験により当社規
定による

●待遇：ユニホーム・リフト券貸与、
寮・食堂完備（寮費一部自己負
担、食費自己負担）

●資格：18歳以上で協調性があり
スノースポーツに情熱のある方、
長期・短期・常勤・非常勤を問
いません（高校生を除く）

●資格をお持ちで週末や年末年
始に資格を生かしたい方も大歓
迎です。またジュ二ア指導経験・
興味のある方歓迎します。

●応募：随時受付しておりますの
でくわしくは坦当者までお気軽
にご連絡下さい

★空き時間にもちろんスキー可能です

チャオ御岳スノーリゾート
12月から5月までシーズンの長いチャオで
熱くワーキング

岐阜県

有限会社　岩谷スキーコンサルト
〒509-3403　岐阜県高山市高根町日和田1739-1
担当者／相原和夫　10577・59・3629
E-MAIL：info_i.s.n@iwaya-ski.com
URL：www.iwaya-ski.com

●職種／スキー、スノボ・イン
トラ、子供専門、ロッジ／
苗場スキー場

●期間／１２月初〜４月上又
は5月上（常勤・冬春休勤
務・土日勤務・団体1/11
〜2/10・短期20日間〜）

●給与／歩合、指導員時給
￥1,625〜、学生￥875〜

●待遇／寮完備、寝具貸与、
ウェア・リフト券貸与

●特典／研修トレーニング毎
日有、スタッフＳＡＪ検定月
２有、ナイター及び空時間
滑走可、スノーリモ資格取
得可、子供専門条件応相
談

●資格／１８歳〜６７歳、ＳＡ
Ｊ２級程度以上同ＳＩＡレベ
ル、英中語優遇

●募集人数／５０名
●応募方法／電話にて希望職種・勤務地・日程等を

連絡の上、履歴書送付、面接（可能な方）、採否
●交通機関／上越新幹線越後湯沢駅よりバスにて苗

場プリンスホテル下車・エヌプラトー横

苗場スキー場、及び湯沢近郊スキー場
２級程度もOK！スキー、スノーボード、子供好きも！
18才～67才スタッフ募集！

新潟県

苗場スキースクール
〒145-0062　東京都大田区北千束2-31-7
苗場スキースクール東京事務所
担当者／園部　健　1090・2151・1514　503・3729・0774
E-MAIL：info@naebass.jp　URL：www://naebass.jp/


