
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

●給与／①￥175,000〜￥324,500　経験、能力を考慮
し、当社規定により決定　②③④￥175,000以上、経
験、能力を考慮し、当社規定により決定

●諸手当／交通費全額支給、寮、食事完備（控除有）、
休日ホテル内施設利用可

●昇給／年1回 ※行動プロセス評価に基づく
●賞与／なし
●勤務地／クラブメッド北海道　トマム（北海道勇払郡

占冠村）　●勤務時間／実働週40時間のシフト制
●休日休暇／週休1日、有給支給【契約期間により異なる】　●保険／健康保険、厚生年金、

雇用保険、労災保険　●福利厚生制度／社員割引制度　●特典／スキーパス付与
●教育制度／タレントユニバーシティ制度
●応募方法／下記メールアドレスへ以下⑨項目を記載し、履歴書と職務経歴書を添付して

送付。書類選考後に面接（複数回）実施の上、採否。①件名／トマム採用エントリー、②
名前（フリガナ）、③性別、④生年月日、⑤メールアドレス、⑥電話番号、⑦〒住所、⑧就業
状況（在職or離職）、⑨希望職種

●就業先／〒079-2204 北海道勇払郡占
冠村中トマム

●雇用形態／契約社員
●契約期間／2018年11月中旬〜2019年4

月初旬
●入社予定／2018年11月中旬
●職種／①スキーインストラクター、②ホテ

ルサービス【フロントデスク、レストラン、
バーテンダー、調理、ハウスキーピング】

　③レジャーサービス【チャイルドケア、スポー
ツ、ブティック、ツアーデスク】

 ④管理部門【人事アシスタント、購買アシ
スタント】

株式会社星野リゾート・トマム  クラブメッド北海道トマム
トマムで国際色豊かな仲間と働くスタッフ大募集！！

北海道

株式会社星野リゾート・トマム  クラブメッド北海道トマム
〒079-2204　北海道勇払郡占冠村字中トマム
☎03・5792・7618
E-MAIL：hr.japan@clubmed.com
URL：facebook.com/clubmedjapanhr/

①初心・初級者の外国人に英語もしくは中国語（会話レベルは不問）でレッスンできる方
②未就学児童の日本人or外国人をマンツーマンでレッスン（ゲレンデ遊び）できる方
③新卒・現職が決まっているが1週間〜数ヶ月アバイトしたい方
④資格はまだ無いが取得を目指して中・長期頑張れる方
⑤資格・経験・語学の2拍子又は3拍子お持ちの方

●待遇／ ○1週間以上稼働できる場合は上限3万円までの交通費支給
 ○日当 4時間レッスン担当の場合￥9,000〜￥15,000
    （経験資格による）
 ○早朝、夜間レッスン担当の場合1時間￥2,500〜￥4,000
 ○個室寮完備、1泊￥900、夕食￥500（任意）　朝昼食なし
 ○就業期間を問わず労災保険が適用されます
 ※その他のご相談に応じますのでお問い合わせください

ニセコアンヌプリ国際スキー場
（休眠っている）あなたの経験・資格を有効活用しませんか！ 短期・中期・長期スタッフを高待遇でお迎えします。

北海道

SIA/SAJ/JSBA公認　ニセコアンヌプリスキースクール
〒048-1511　北海道 虻田郡 ニセコ町ニセコ 483-4
担当者／宮田隆史　☎0136・58・3225　携帯090・3897・6533
E-MAIL：nass@minos.ocn.ne.jp
URL：http://www.nass.school-info.jp/index.html

日本トップクラスのスキーヤーだって、働きながら腕を磨いているスキーヤーはたくさんいる。
でもどうせ働くなら、やっぱり雪山でスキー関連の仕事がしたい!
そんなアナタにお届けするスキーグラフィック『熱血アルバイト情報』。
ガッツリ稼いでメキメキ上達しちゃいましょう! 　さぁ、雪山で働こう! !
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http:/ /www.skinet. jp/

熱血アルバイト情報2019はＷＥＢサイトskinetでもご覧になれます。

No.1スキー総合サイト



●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3月末

●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）
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。

群馬県

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/

●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・レンタル・レストラン・リフト係
●期間／12月上旬〜4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
　⑤8:00〜21：00（実働7時間のシフト

制）
●給与／①②③時給￥850　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￥850〜　⑤￥850
●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、
他スキー場のリフト優待あり

●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／イントラ20名、他合計50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20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／スキースクールインストラクター（受付業務含む）
●期間／12月中旬〜3月下旬
●時間／8:00〜17:00（実働4〜6時間）
●給与／日給　スクール規定により支給
●待遇／個別ロッカー付寮完備（1室4名）。ユニフォーム・

リフト券貸与
●特典／レベルアップ研修、級別・プライズ受験有

●資格／18歳〜60歳位まで。SAJ2級以上
●募集人員／10名
●応募方法／履歴書（写真貼）に希望期間・資格・指

導経験・志望動機を明記して郵送して下さい。
●交通機関／東武鉄道浅草駅から会津高原尾瀬口駅
（会津鬼怒川線）下車バス30分

会津高原たかつえスキー場
インストラクターとして技術力向上に意欲的な方

福島県

たかつえスキースクール
〒967-0315　福島県南会津郡南会津町高杖原535
担当／高山利一
10241・78・5055　50241・78・5055
E-MAIL：school@takatsuess.com　URL：http://www.takatsuess.com
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●お仕事内容やスキルに合わせて時給も設定しているのでヤル気もしっかり維持できて働
きやすい！

●2人部屋なら寮費無料！ 交通費も最大4万円まで支給（規定有）◎
●外国語が得意な方には別途月額1万円〜5万円支給（職種による）☆

「ガッツリ稼ぎたい」「しっかり遊びたい」「北海道で働きたい」実現できちゃいます

スキー・スノーボード　一式レンタル無料
社員食堂有

（朝食1食￥200、昼・夕食1食￥400自己負担）
◇リフト・ゴンドラフリーパス貸与
◇加森グループスキー場優待利用
★毎年人気の短期バイト♪

「北海道が好き」・「想い出作りに」動機は何で
もOK！ 遠方からも大歓迎！
リフト・ゴンドラ係　時給￥950（実8h）
スキーパトロール係　時給￥1,000（実8h）
スキーインストラクター ［資格］ SAJ1級以上
日給￥7,100以上（実7h）
レストランサービス係　時給￥1,000（実8h）

［手当］ ◇残業手当有

ルスツリゾート
☆＊。ウィンタースポーツ大好き♪なあなたに。＊☆ 冬のリゾートバイトするならメリット重視

北海道

ルスツリゾート
〒048-1711　北海道虻田郡留寿都村字泉川13番地
担当者／泉谷・関
☎0136・46・3282　50136・46・3284
E-MAIL：soumu@rusutsu.co.jp
URL：https://rusutsu.co.jp



●職種／イントラ（スキー）、受付事務／苗場スキー場
●期間／12月中旬〜3月末又は5月上（常勤・冬春休勤務・土日勤務・団体1／12〜2月中旬

勤務・短期20日間〜）
●給与／歩合、指導員時給¥1,625〜、学生¥875〜、受付¥800〜
●待遇／寮完備、寝具貸与、ウェア・リフト券貸与

●特典／イントラ・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、団体専門条件応相談

●資格／18歳〜67歳、SAJ2級程度以上同SIAレベル（イントラ）、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！　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
☎090・2151・1514　503・3729・0774
E-MAIL：info@naebass.jp
URL：www://naebass.jp//

●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、下記のメールアドレスへ期間（曜日）、スキー・
スノボの技術レベルを送信ください。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

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

㈱園部、狭山スキースクール  
〒359-1153　埼玉県所沢市上山口2167
担当者／園部　修
☎03・3729・0321　スキー場オープン〜 ☎04・2922・6466
E-MAIL：osonobe@pc5.so-net.ne.jp
URL：http://sports.geocities.jp/naebaracing/sayama.html

●職種／①スクール受付事務
（苗場スキースクール）

●勤務場所／苗場プリンスホテ
ル6号館、エヌプラトー、スクー
ル事務所

●仕事内容／レッスン受付、簡
単なPC作業

●給料／時給￥1,000〜
●期間／12月15日〜4月1日＊

短期、パート可
●勤務時間／8:00〜16:00残

業有　実労8時間
●休日／月6日
●待遇／寮完備、リフト券貸与、

ウエア貸与
●特典／休日等スキー可、スクールレッスン入校可、

従業員検定有、ポール入校可、ナイター可
●募集人員／3名
●応募方法／電話にて希望職種と日程を連絡の上、

履歴書送付、面接（可能な方）

●職種／②直営ロッジ（たけのこやま山荘）
●勤務場所／苗場スキー場近郊旅館街
●仕事内容／調理補助、配膳、掃除
●給料／時給￥850〜
●期間／12月20日〜4月1日＊短期、パート可
●勤務時間／6:00〜11:00、11：00〜14：00、16：00〜

20:00シフト制　実労3〜8時間
●休日／月6日、別途パート、短期等要相談
●待遇／寮完備、リフト券貸与
●特典／休日等スキー可、スクールレッスン入校可、

従業員検定有、ポール入校可、ナイター可
●募集人員／3名
●応募方法／電話にて希望職種と日程を連絡の上、

履歴書送付、面接（可能な方）

苗場スキー場
スクールサポートの仕事だから、スキーが上手くなる！ いずれはイントラ！！
学生やパート大歓迎！ スクール受付事務？ それともロッジ手伝い？

新潟県

①苗場スキースクール（受付）、②たけのこやま山荘  
〒949-6212　新潟県南魚沼郡湯沢町三国169-3
担当者／園部　健
☎090・2151・1514　503・3729・0774
E-MAIL：info@naebass.jp　URL：www://naebass.jp//



●職種／①スキーインストラクター
（常勤・非常勤）　②スクー
ル研修生

●勤務地／妙高高原池の平温
泉スキー場

●期間／12月下旬〜4月上旬（繫
忙期の短期も募集中）

●給与／日給￥7,000〜（その他
当社規定による）

●仕事内容／スキー指導（ジュ
ニアキャンプ・団体派遣等を
含む）

●勤務時間／基本8：00〜17：00
（業務に応じて変動あり）

●待遇／ユニフォーム・リフト券
貸与・3食付スクール専用ロッ
ジ完備

●特典／スキー技術・指導法の
伝授・資格取得サポート・オフ
タイムの自己練習の充実

●応募資格／18歳以上、明るく元気で子供が好きな方、
未経験者の方でも研修いたします。安心してどうぞ。

●応募方法／まずは、メール・お電話にてご連絡ください。
後日、勤務可能日明記の上、履歴書送付となります。

妙高高原池の平温泉スキー場
スキーが大好き、子供が大好き、そんなあなたが
必要です！！　元気のある方大歓迎！！

新潟県

妙高プロスキースクール
住所／〒949-2112　新潟県妙高市関川2446-1
担当／内田雅之
10255・86・4449　50255・86・4794
E-MAIL：in6-uct@asahi-net.or.jp　URL：http://www.mmjp.or.jp/myokopro-ss/

●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〜3月
31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

野沢温泉スキー場
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

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

●職種／①長期コーチ②主任コーチ③短期コーチ。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〜￥220,000③時給￥1,000〜。研修生応談
●期間／①②③12月中旬〜3月末日。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。主任コーチはSIAステー
ジⅡまたはSAJ準指以上。

●時間／8：00〜18：00の実
働約5〜8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て写真を
添えてお送りください。ご質問は遠慮なく担当までお電話いただくか、
メールをお送りください。

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

（社）日本プロスキー教師協会 公認校
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／榊原（現地）・関（東京）　☎0268・74・3174　50268・74・3184
E-MAIL：sess@lezaty.co.jp　URL：https://www.lezaty.co.jp/

●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英語インストラクター　④アシスタントスタッ
フ（スキー／スノーボード）　⑤スクール受付・補助業務

（パートのみ）
●期間／12月中旬〜3月下旬または4月上旬（勤務期間は

応相談）　　　
●勤務時間／8：30〜17：00（実働3〜7時間）　　
●休日／月平均4〜8日（シフト制）
●給与／①②常勤者月給¥170,000〜¥240,000または

基本給＋実働時給　③月給¥187,000〜¥270,000　
④基本給＋実働時給　⑤時給¥1,050〜

●諸手当／資格手当・指名手当・英会話手当・精勤手当
●資格／18歳以上。①②SIAまたはSAJ有資格者　③ス

キーパラレル以上　④スキーパラレル以上・ボード初歩

のカービングターン以上　⑤日常英会話程度・簡単な
PC作業が可能な方

●待遇／寮完備・リフト券貸与・ユニフォーム貸与
●特典／技術研修有、プロ資格取得制度有、カナダ研修、

用具の割引購入制度あり、褒賞制度有、スポーツジム・
プール・温泉利用OK

●応募方法： メール連絡の上履歴書送付（郵送またはメー
ルにファイル添付。いずれも写真要）お問合せはメール
または電話でお気軽にご連絡ください。

中里スノーウッドスキー場
好きなことを仕事にしながら技術UPの一石二鳥！ スキー・スノーボード大好きな方募集中！

新潟県

中里スノーウッドスキースクール
〒260-0007　千葉県千葉市中央区祐光1-1-35　スポーツプランニング・ヨコ内
担当者／横元・山岸
☎043・222・2893　5043・222・2911
E-MAIL：snowwood-ss@nifty.com
URL：http://snowwood-ss.sports.coocan.jp/
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●職種／スキー・スノーボードインストラクターおよびスキースクール関連業務
●勤務地／志賀高原高天ヶ原スキー場
●給与／日給¥8,000〜¥14,000
●期間／12月下旬〜4月中旬での長期および短期。日程限定の短期も募集中です。日程

は下記HPにて掲載。

●資格／心身ともに健康で明るく
元気に団体共同生活ができ、協
調性や忍耐力もあり、パラレルター
ン以上ができる60歳位までの意
志の強い方！（高校生以下不可）

●時間／8:00〜17:00の実働8時
間（休憩1時間含）、残業有、休日

（稼働日以外）
●待遇／稼働日は食事と宿泊費は当社負担または補助あり、リフト代無料、ユニフォーム貸与、

スキーの技術や指導方の無料修指導有！
●特典／スキーやスノーボードのインストラクターの資格取得や検定受講精度有
●募集人員／10名
●応募方法／HPをご確認の上、まずはHPのフォーマットより応募後、その後すぐに履歴書

に入山可能期間を記入し、顔写真貼付の上、下記住所まで郵送してください。11月中旬
間までは東京近郊にて、11月下旬以降は志賀高原にて面接させていただきます。（Skype
やテレビ電話での面接も可能です！）

志賀高原高天ヶ原スキー場
日程限定の超短期スキーインストラクター募集中！  ガッツリ稼ぎましょう！！

長野県

フジイスポーツサービススキースクール
〒340-0002　埼玉県草加市青柳3-20-13
担当者／藤井　敦　☎048・935・3348　5050・3730・4665
E-MAIL：fss@fss-co.jp　URL：http://www.fss-co.jp

●職種／①スキー　スノーボード　指導　派遣教師　②レンタル業務
●勤務地／志賀高原・焼額山スキー場
●応募資格／SAJ2級　JSBA2級程度以上の技術を有する者
●給与／勤務体制（常勤・非常勤・資格）により異なります
●期間／12月中旬〜4月上旬（短期応相談）
●勤務時間／8:00〜17:00（休憩時間含む）　残業あり　休日：週1日程度
●募集人員／約20名
●待遇／寮完備　リフト券・ウェア貸与　食事一部補助　寮費相談にて補助あり
●特典／講習時間外のスタッフトレーニング　志賀高原プリンスホテル内に職場があるの

でゲレンデまで0秒という好立地　空いている時間はどんどん滑ってOK　滑りに自信の

ない方はレンタル業の合間に滑りトレーニングもOK
●応募方法／下記のE－メールにエントリー、または履歴書（職種・資格・期間・志望動機・

特技・写真添付）をお送りください。書類選考後、電話面接または面接（東京・大阪）を行
います。

●交通機関／JR長野駅より奥志賀高原行特急バスにて「志賀高原プリンスホテル西館」
下車

●交通費／当社規定にて支給
●給与／①実働時給￥1,100〜（能力、資格、経験等によって異なる）日給￥6,500〜（団体

レッスンなどメニューによって支給）　②日給￥6,500〜
（能力、資格、経験等によって異なる）　月給￥180,000
〜（能力、資格、経験等によって異なる）　①と②を兼務

（能力、資格、経験等によって異なる）日給￥6,500〜　
月給￥180,000〜

●現地連絡先（12月中旬〜）／〒381-0497 長野県下高
井郡山ノ内町志賀高原焼額山　志賀高原プリンスホテ
ル内　Tel.0269-24-2061  Fax.0269-24-2062

志賀高原・焼額山スキー場
どんどん遊び、好きなだけ吸収。それが志鷹スタイル！

長野県

志鷹慎吾　焼額山スノースクール
〒162-0825　東京都新宿区神楽坂 6-42 神楽坂喜多川ビル3F
担当者／小野　☎03・5206・3423　503・5206・3425
E-MAIL：school-staff@yakebi.net　URL：http://yakebi.net

●職種／①スキー・スノーボードインストラクター（有資格者）・研修生（無資格者）
　②シニアスタッフ
●期間／①②12月上旬〜4月上旬（短期での応募も受け付けております！）
●仕事内容／①②一般レッスン・キッズレッスン・修学旅行などの団体レッスン・外国人向

け英語レッスン・スクール受付業務・大会運営業務
●勤務時間／①②8：00〜17：00（休憩時間含）残業有り　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3食付（寮費当社規定による）、Wi-Fi完備、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。先輩スタッフによる技術・指導法の研修を行います。レッスンに不安な方はご
相談ください。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／①18歳以上の男女 ②60歳以上の男女（未経験者歓迎！）
●その他／近年のスキー場のインバウンド化により、語学が堪能な方を広く募集しています！

英語が得意な方や日本在住の外国人の方、大歓迎で！ またこれから勉強していきたい方
にとっても、英語のとびかう環境ですので、働きながら語学を身につけることができます！

　また、修学旅行期間中など短期での応募も受付ております。お気軽にご相談ください。
●応募方法／電話またはHP採用情報の応募フォームよりお申込みください

志賀高原　奥志賀高原スキー場
極上のパウダースノー！ 最高の環境がある！ アクティブなスノーライフを応援します。

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



●業種／①スキー教師（キッズレッスン含む）　②スノーボードスクール教師　③レッスン受
付業務　④事務員

●業務内容／①、②レッスンに関わる業務全般、大会作業　③、④レッスン受付業務、事務

（短期間OK！）
●給与／スクール規定により支給
●期間／12月上旬から5月上旬、短

期、週末など勤務期間については
応相談

●勤務時間／実働8時間程度
●待遇／ユニフォーム貸与、リフト券貸与、スタッフ寮完備（一部自己負担有）
●特典／ナショナルデモ、SAJデモによる技術向上の研修会あり、検定受験、資格取得へ

の道あり、スキー用具の割引購入可、報奨金制度有
●応募資格／18歳以上50歳ぐらいまで（日常英会話程度の語学スキルある方、中国語な

どの語学堪能な方優遇）　①SAJ2級レベル以上　②SAJ2級レベル以上　③長期勤
務可能な方（12月上旬から3月下旬）　③長期勤務可能な方（12月上旬から3月下旬）　
④長期勤務可能な方（12月上旬から3月下旬）

●応募方法／履歴書（写真貼付、スキー・ボード関係資格及び勤務可能期間を明記）をスクー
ル宛に送付してください　電話でのお問合せは平日9〜13時迄となります。ご質問や少し
でも興味をお持ちの方はお気軽にご連絡下さい。

白馬八方尾根スキー場
世界の山岳スノーリゾート白馬八方尾根のスキー&スノーボードインストラクター大募集！！

長野県

八方尾根スキー&スノーボードスクール
〒399-9301　長野県北安曇郡白馬村八方3901
担当者／野田　☎0261・72・2126　50261・72・6659
E-MAIL：info@happo-ski.info　URL：http://www.happo-ski.com/

●募集／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スキースクールフ
ロント係

●期間／12月15日〜4月8日（短期間可能・週末のみ&平日のみ可）
●勤務時間／常勤：8時〜実働8時間（残業有）・短期者9時半〜16時
●給与／①常勤：月給￥160,000以上・経験者は応談の上決定　②非常勤：レッスン2時

間勤務￥2,500〜￥6,500　※資格、経験等により個別設定致します。
●待遇／寮完備、食堂有、ユニホーム、リフト券貸与、交通費支給、技術研修毎日有。
●特典／スキー用品特別価格（クナイスルスキー日本総輸入元・ミズノ特約店）　シーズン

オフ業務有。
●資格／指導経験問わず18歳以上の明るい男女、①英語・中国語出来る方優遇　②や

る気のある方
●応募期間／10月〜12月（10名募集）※12月中旬頃研修会実施
●応募方法／履歴書を記載の上、下記住所にお送りください。☎連絡、メール連絡も常時

ご相談可能です。

ヘブンスそのはらスノーワールド・水上高原スキーリゾート
明るく元気なスキー大好きなインストラクターを18歳から募集致します。

群馬県
長野県

ヘブンスそのはらプロスキースクール・水上高原プロスキースクール
株式会社奥村スポーツプロモーション
〒491-0903　愛知県一宮市八幡2-4-1-302
担当者／古川龍一　☎0586・46・4661　50586・46・4662
E-MAIL：sci@osp-pro.com　URL：http:///www.osp-pro.com

●職種／①スキーインスト
ラクター（常勤・非常勤）

　②スノーボードインストラ
クター（常勤・非常勤）

●勤務地／斑尾高原スキー
場

●業務内容／レッスンに関
わる業務全般・受付等
のサポート

●期間／12月15日〜3月
31日（勤務期間は応相
談）

●勤務時間／8：00〜17：
00（実働4〜6時間）

●給与／当スクール規定
による（取得資格により
手当あり）

●待遇／交通費支給（当
スクール規定）・ユニフォーム貸与・リフト券貸与・休
日のリフト利用可　2食付き寮完備（一部自己負担有
り）・技術研修等有り

●応募資格／2級以上または同等レベルで18歳（高校

生不可）以上の男女
●募集人数／男女10名（常勤・非常勤あわせて）
●応募方法／まずは電話またはメールに連絡をお願い

します。その後履歴書等送付。

斑尾高原スキー場志賀高原（全）スキー場
斑尾高原スキー場で明るく元気な
スキー・スノーボードインストラクター大募集！！

ビックスノーエリア、志賀高原！
スキー・スノーボードインストラクター大募集！！

長野県長野県

SAJ公認斑尾スポーツアカデミー
住所／〒389-2257　長野県飯山市斑尾高原斑尾スポーツアカデミー
担当／芦田・鈴木
10269・64・3727　50269・64・3729
E-MAIL：info@madarao-school.jp　URL：http://www.madarao-school.jp/

志賀高原スキー学校
住所／〒381-0401　長野県下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池
担当／山田
10269・34・2617　50269・34・2678
E-MAIL：school19@shigakogen.net　URL：http://www.shigakogen.net/

●募集／スキー・スノーボード教師
●勤務地／志賀高原(全)スキー場
●期間／12月中旬〜3月下旬　長期・短期等、勤務期

間については応相談
●勤務時間／実働8時間程度
●給与／当スキー学校規定により支給
●待遇／交通費支給、ユニフォーム貸与、リフト券貸与、

休日のリフト利用可、宿泊施設あり（自己負担有） 技

術研修あり
●応募資格／18歳以上の明るく元気な方。SAJ2級レ

ベル以上。
●応募方法／履歴書（写真貼付、お持ちであればスキー・

スノーボード関係資格及び勤務可能期間を明記）を
スキー学校宛に送付してください。受理後、選考の上
ご連絡します。質問等お問合せは電話（平日9時〜17
時）やメールでお気軽にご連絡ください。
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