
ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ 正社員 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

正社員

1 正社員 レストラン（厨房） マネージャー 千代田カントリークラブ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/information.asp 要 調理師免許

2 正社員 コース管理 スタッフ 千代田カントリークラブ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/information.asp

3 正社員 フロント スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp

4 正社員 レストラン（厨房） スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp 洋食の調理スタッフ

5 正社員 コース管理 スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp 経験者優遇

6 正社員 キャディ スタッフ 阿見ゴルフクラブ 茨城県稲敷郡阿見町 http://www.pacificgolf.co.jp/ami/info.asp

7 正社員 フロント スタッフ 美浦ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷郡美浦村 http://www.pacificgolf.co.jp/miho/information.asp 経験者優遇、未経験者歓迎

8 正社員 レストラン（厨房） スタッフ 美浦ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷郡美浦村 http://www.pacificgolf.co.jp/miho/information.asp 経験者優遇、未経験者歓迎

9 正社員 レストラン（ホール） スタッフ 美浦ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷郡美浦村 http://www.pacificgolf.co.jp/miho/information.asp 経験者優遇、未経験者歓迎

10 正社員 キャディ スタッフ 美浦ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷郡美浦村 http://www.pacificgolf.co.jp/miho/information.asp コース内での接客　未経験者歓迎！

11 正社員 フロント スタッフ カントリークラブ ザ・レイクス 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/cclakes/info.asp 未経験者歓迎

12 正社員 コース管理 スタッフ カントリークラブ ザ・レイクス 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/cclakes/info.asp 未経験者歓迎

13 正社員 施設管理 スタッフ カントリークラブ ザ・レイクス 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/cclakes/info.asp 未経験者可、経験者優遇

14 正社員 コース管理 スタッフ 笠間カントリークラブ 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/kasama/info.asp 経験者優遇

15 正社員 コース管理 スタッフ 霞ヶ浦カントリー倶楽部 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/kasumigaura/info.asp 経験者優遇

16 正社員 マスター室 スタッフ 玉造ゴルフ倶楽部　捻木コース 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/nejiki/info.asp
経験者優遇
マネージャー候補

17 正社員 レストラン（厨房） スタッフ 玉造ゴルフ倶楽部　捻木コース 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/nejiki/info.asp 経験者優遇

18 正社員 コース管理 スタッフ 玉造ゴルフ倶楽部　捻木コース 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/nejiki/info.asp 経験者優遇

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ 正社員 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

19 正社員 コース管理 スタッフ 玉造ゴルフ倶楽部　若海コース 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/wakaumi/info.asp 経験者優遇/メカニック他

20 正社員 レストラン（厨房） スタッフ 鹿島の杜カントリー倶楽部 茨城県鹿嶋市 http://www.pacificgolf.co.jp/kashimanomori/info.asp 経験者優遇

21 正社員 コース管理 スタッフ 内原カントリー倶楽部 茨城県水戸市 http://www.pacificgolf.co.jp/uchihara/info.asp 未経験者可、経験者優遇

22 正社員 マスター室 スタッフ オールドオーチャードゴルフクラブ 茨城県東茨城郡茨城町 https://www.pacificgolf.co.jp/oldorchard/info.asp 経験者優遇

23 正社員 フロント スタッフ オールドオーチャードゴルフクラブ 茨城県東茨城郡茨城町 https://www.pacificgolf.co.jp/oldorchard/info.asp 経験者優遇

24 正社員 コース管理 スタッフ オールドオーチャードゴルフクラブ 茨城県東茨城郡茨城町 https://www.pacificgolf.co.jp/oldorchard/info.asp 経験者優遇

25 正社員 フロント スタッフ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市 http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/information.asp オペレーション全般業務含む

26 正社員 レストラン（ホール） スタッフ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市 http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/information.asp
経験者優遇
マネージャー候補

27 正社員 コース管理 スタッフ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市 http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/information.asp

28 正社員 施設管理 スタッフ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市 http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/information.asp

29 正社員 キャディ スタッフ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市 http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/information.asp コース内での接客　未経験者歓迎！

30 正社員 コース管理 スタッフ 大日向カントリー倶楽部 栃木県さくら市 http://www.pacificgolf.co.jp/ohinata/info.asp 経験者優遇

31 正社員 フロント スタッフ サンヒルズカントリークラブ 栃木県宇都宮市 http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/information.asp

32 正社員 マスター室 スタッフ サンヒルズカントリークラブ 栃木県宇都宮市 http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/information.asp

33 正社員 レストラン（厨房） スタッフ サンヒルズカントリークラブ 栃木県宇都宮市 http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/information.asp

34 正社員 キャディ スタッフ サンヒルズカントリークラブ 栃木県宇都宮市 http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/information.asp 月平均20ラウンド以上できます。

35 正社員 コース管理 スタッフ 皐月ゴルフ倶楽部　佐野コース 栃木県佐野市 http://www.pacificgolf.co.jp/sano/info.asp 経験者優遇

36 正社員 コース管理 スタッフ 皐月ゴルフ倶楽部　鹿沼コース 栃木県鹿沼市 http://www.pacificgolf.co.jp/kanuma/info.asp 経験者優遇

37 正社員 コース管理 スタッフ 皐月ゴルフ倶楽部　鹿沼コース 栃木県鹿沼市 http://www.pacificgolf.co.jp/kanuma/info.asp 経験者優遇/メカニック他

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ 正社員 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

38 正社員 コース管理 スタッフ 千成ゴルフクラブ 栃木県大田原市 http://www.pacificgolf.co.jp/sennari/info.asp 未経験者歓迎

39 正社員 営業 スタッフ プレステージカントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/information.asp 明るく元気な方

40 正社員 マスター室 スタッフ プレステージカントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/information.asp 経験者優遇

41 正社員 レストラン（ホール） マネージャー プレステージカントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/information.asp 経験者優遇・幹部候補募集

42 正社員 レストラン（ホール） スタッフ プレステージカントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/information.asp 経験者優遇

43 正社員 コース管理 スタッフ プレステージカントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/information.asp 経験者優遇

44 正社員 キャディ スタッフ プレステージカントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/information.asp 明るく元気な仲間が活躍中

45 正社員 コース管理 スタッフ あさひヶ丘カントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/asahigaoka/info.asp 未経験者歓迎

46 正社員 キャディ スタッフ あさひヶ丘カントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/asahigaoka/info.asp 未経験者歓迎

47 正社員 コース管理 スタッフ ハーモニーヒルズ ゴルフクラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/harmony/info.asp 経験者優遇/メカニック他

48 正社員 コース管理 スタッフ ピートダイゴルフクラブ VIPコース 栃木県日光市 http://www.pacificgolf.co.jp/petedye_v/info.asp 経験者優遇/メカニック他

49 正社員 コース管理 スタッフ ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース 栃木県日光市 http://www.pacificgolf.co.jp/petedye_r/info.asp 経験者優遇/メカニック他

50 正社員 フロント スタッフ KOSHIGAYA GOLF CLUB 埼玉県吉川市 http://www.pacificgolf.co.jp/koshigaya/info.asp 経験者優遇

51 正社員 レストラン（厨房） スタッフ KOSHIGAYA GOLF CLUB 埼玉県吉川市 http://www.pacificgolf.co.jp/koshigaya/info.asp 経験者優遇

52 正社員 コース管理 スタッフ KOSHIGAYA GOLF CLUB 埼玉県吉川市 http://www.pacificgolf.co.jp/koshigaya/info.asp
管理機械の整備等メカニック業務を
兼務いただきます

53 正社員 コース管理 スタッフ KOSHIGAYA GOLF CLUB 埼玉県吉川市 http://www.pacificgolf.co.jp/koshigaya/info.asp 経験者優遇

54 正社員 キャディ スタッフ 岡部チサンカントリークラブ 埼玉県深谷市 http://www.pacificgolf.co.jp/okabe/info.asp コース内での接客　未経験者歓迎！

55 正社員 マスター室 スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp オペレーション全般業務含む

56 正社員 レストラン（ホール） スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ 正社員 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

57 正社員 コース管理 スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp

58 正社員 キャディ スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp

59 正社員 コース管理 スタッフ 総武カントリークラブ　総武コース 千葉県印西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/information.asp 経験者優遇

60 正社員 キャディ スタッフ 総武カントリークラブ　総武コース 千葉県印西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/information.asp 経験者優遇

61 正社員 コース管理 スタッフ 総武カントリークラブ　印旛コース 千葉県印西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/inba/info.asp 経験者優遇

62 正社員 キャディ スタッフ 総武カントリークラブ　印旛コース 千葉県印西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/inba/info.asp 経験者優遇

63 正社員 レストラン（ホール） スタッフ 京カントリークラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/kyo/info.asp 未経験者も歓迎

64 正社員 コース管理 スタッフ 京カントリークラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/kyo/info.asp 経験者優遇

65 正社員 フロント スタッフ イーグルレイク ゴルフクラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/eaglelake/info.asp 未経験者も歓迎

66 正社員 マスター室 スタッフ イーグルレイク ゴルフクラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/eaglelake/info.asp 未経験者も歓迎

67 正社員 レストラン（ホール） スタッフ イーグルレイク ゴルフクラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/eaglelake/info.asp 未経験者も歓迎

68 正社員 マスター室 スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/info.asp

69 正社員 コース管理 スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/info.asp
管理機械の整備等メカニック業務を
兼務いただきます

70 正社員 レストラン（厨房） スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 市原コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/info.asp 調理経験者優遇

71 正社員 コース管理 スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 市原コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/info.asp
経験者優遇
アシスタントグリーンキーパー候補

72 正社員 コース管理 スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 市原コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/info.asp 経験者優遇

73 正社員 レストラン（厨房） スタッフ 長太郎カントリークラブ 千葉県成田市 http://www.pacificgolf.co.jp/chotaro/info.asp 和・洋・中の調理スタッフ

74 正社員 レストラン（厨房） スタッフ アバイディングクラブ ゴルフソサエティ 千葉県長生郡長南町 http://www.pacificgolf.co.jp/abiding/info.asp 和・洋・中の調理スタッフ

75 正社員 コース管理 スタッフ アバイディングクラブ ゴルフソサエティ 千葉県長生郡長南町 http://www.pacificgolf.co.jp/abiding/info.asp 経験者優遇

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ 正社員 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

76 正社員 フロント スタッフ 丸の内倶楽部 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/marunouchi/info.asp 受付・精算・予約管理業務など

77 正社員 レストラン（厨房） スタッフ 丸の内倶楽部 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/marunouchi/info.asp 和・洋・中の調理スタッフ

78 正社員 コース管理 スタッフ 丸の内倶楽部 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/marunouchi/info.asp 経験者優遇

79 正社員 キャディ スタッフ 丸の内倶楽部 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/marunouchi/info.asp 未経験者歓迎・キャディ業務

80 正社員 マスター室 スタッフ 千葉国際カントリークラブ 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/chibakokusai/info.asp 経験者優遇

81 正社員 施設管理 スタッフ 千葉国際カントリークラブ 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/chibakokusai/info.asp 経験者優遇

82 正社員 営業 スタッフ 総丘カントリー倶楽部 千葉県富津市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/info.asp 経験者優遇

83 正社員 コース管理 スタッフ 総丘カントリー倶楽部 千葉県富津市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/info.asp 経験者優遇

84 正社員 レストラン（厨房） スタッフ 東名厚木カントリー倶楽部 神奈川県愛甲郡愛川町 http://www.pacificgolf.co.jp/toumeiatsugi/info.asp

85 正社員 コース管理 スタッフ 東名厚木カントリー倶楽部 神奈川県愛甲郡愛川町 http://www.pacificgolf.co.jp/toumeiatsugi/info.asp

86 正社員 フロント スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

87 正社員 マスター室 スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

88 正社員 レストラン（厨房） スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

89 正社員 レストラン（ホール） スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

90 正社員 コース管理 スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

91 正社員 キャディ スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

92 正社員 フロント スタッフ 秦野カントリークラブ 神奈川県秦野市 http://www.pacificgolf.co.jp/hatano/info.asp

93 正社員 マスター室 スタッフ 秦野カントリークラブ 神奈川県秦野市 http://www.pacificgolf.co.jp/hatano/info.asp

94 正社員 レストラン（厨房） スタッフ 秦野カントリークラブ 神奈川県秦野市 http://www.pacificgolf.co.jp/hatano/info.asp 経験者優遇

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ 正社員 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

95 正社員 レストラン（ホール） スタッフ 秦野カントリークラブ 神奈川県秦野市 http://www.pacificgolf.co.jp/hatano/info.asp マネージャー候補

96 正社員 コース管理 スタッフ 秦野カントリークラブ 神奈川県秦野市 http://www.pacificgolf.co.jp/hatano/info.asp

97 正社員 施設管理 スタッフ 秦野カントリークラブ 神奈川県秦野市 http://www.pacificgolf.co.jp/hatano/info.asp

98 正社員 キャディ スタッフ 秦野カントリークラブ 神奈川県秦野市 http://www.pacificgolf.co.jp/hatano/info.asp

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ 契約社員 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

契約社員

1 契約社員 マスター室 スタッフ 千代田カントリークラブ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/information.asp 未経験者も歓迎

2 契約社員 コース管理 スタッフ 千代田カントリークラブ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/information.asp 経験者優遇

3 契約社員 営業 スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp 経験者優遇

4 契約社員 フロント スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp 未経験者も歓迎

5 契約社員 レストラン（厨房） スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp 洋食の調理スタッフ

6 契約社員 コース管理 スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp 経験者優遇

7 契約社員 コース管理 スタッフ カントリークラブ ザ・レイクス 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/cclakes/info.asp 未経験者歓迎

8 契約社員 施設管理 スタッフ カントリークラブ ザ・レイクス 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/cclakes/info.asp 未経験者可、経験者優遇

9 契約社員 コース管理 スタッフ 笠間カントリークラブ 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/kasama/info.asp 経験者優遇

10 契約社員 コース管理 スタッフ 霞ヶ浦カントリー倶楽部 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/kasumigaura/info.asp 未経験者可　　経験者優遇

11 契約社員 レストラン（厨房） スタッフ 玉造ゴルフ倶楽部　捻木コース 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/nejiki/info.asp 経験者優遇

12 契約社員 コース管理 スタッフ 玉造ゴルフ倶楽部　捻木コース 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/nejiki/info.asp 経験者優遇

13 契約社員 レストラン（厨房） スタッフ 内原カントリー倶楽部 茨城県水戸市 http://www.pacificgolf.co.jp/uchihara/info.asp 調理補助/経験者優遇

14 契約社員 コース管理 スタッフ 大日向カントリー倶楽部 栃木県さくら市 http://www.pacificgolf.co.jp/ohinata/info.asp 経験者優遇

15 契約社員 コース管理 スタッフ 皐月ゴルフ倶楽部　鹿沼コース 栃木県鹿沼市 http://www.pacificgolf.co.jp/kanuma/info.asp 経験者優遇

16 契約社員 マスター室 スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp

17 契約社員 レストラン（ホール） スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp

18 契約社員 コース管理 スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ 契約社員 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

19 契約社員 レストラン（厨房） スタッフ 成田の森カントリークラブ 千葉県香取市 http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/info.asp 和・洋・中の調理スタッフ

20 契約社員 コース管理 スタッフ 成田の森カントリークラブ 千葉県香取市 http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/info.asp 経験者優遇

21 契約社員 レストラン（ホール） スタッフ 京カントリークラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/kyo/info.asp 未経験者も歓迎

22 契約社員 コース管理 スタッフ 京カントリークラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/kyo/info.asp 経験者優遇

23 契約社員 フロント スタッフ イーグルレイク ゴルフクラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/eaglelake/info.asp ゴルフの知識や経験がなくても大丈夫

24 契約社員 マスター室 スタッフ イーグルレイク ゴルフクラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/eaglelake/info.asp 未経験者も歓迎

25 契約社員 レストラン（ホール） スタッフ イーグルレイク ゴルフクラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/eaglelake/info.asp 未経験者も歓迎

26 契約社員 マスター室 スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/info.asp

27 契約社員 コース管理 スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/info.asp
管理機械の整備等メカニック業務を
兼務いただきます

28 契約社員 レストラン（厨房） スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 市原コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/info.asp 経験者優遇

29 契約社員 コース管理 スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 市原コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/info.asp 経験者優遇

30 契約社員 レストラン（厨房） スタッフ 長太郎カントリークラブ 千葉県成田市 http://www.pacificgolf.co.jp/chotaro/info.asp 和・洋・中の調理スタッフ

31 契約社員 レストラン（厨房） スタッフ アバイディングクラブ ゴルフソサエティ 千葉県長生郡長南町 http://www.pacificgolf.co.jp/abiding/info.asp 和・洋・中の調理スタッフ

32 契約社員 コース管理 スタッフ アバイディングクラブ ゴルフソサエティ 千葉県長生郡長南町 http://www.pacificgolf.co.jp/abiding/info.asp 経験者優遇

33 契約社員 フロント スタッフ 丸の内倶楽部 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/marunouchi/info.asp 受付・精算・予約管理業務など

34 契約社員 会員管理 スタッフ 千葉国際カントリークラブ 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/chibakokusai/info.asp 事務スタッフ

35 契約社員 プロショップ スタッフ 総丘カントリー倶楽部 千葉県富津市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/info.asp 経験者優遇

36 契約社員 マスター室 スタッフ 総丘カントリー倶楽部 千葉県富津市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/info.asp 未経験者も歓迎

37 契約社員 コース管理 スタッフ 総丘カントリー倶楽部 千葉県富津市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/info.asp 経験者優遇

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ 契約社員 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

38 契約社員 施設管理 スタッフ 総丘カントリー倶楽部 千葉県富津市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/info.asp 経験者優遇

39 契約社員 営業 スタッフ 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 長野県伊那市高遠町 http://www.pacificgolf.co.jp/haregamine/info.asp
館内営業及　WEB集客設定
経験者優遇

40 契約社員 コース管理 スタッフ 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 長野県伊那市高遠町 http://www.pacificgolf.co.jp/haregamine/info.asp 経験者優遇

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ パート・アルバイト 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

パート・アルバイト

1 パート・アルバイト フロント スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp

2 パート・アルバイト マスター室 スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp

3 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp

4 パート・アルバイト コース管理 スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp

5 パート・アルバイト キャディ スタッフ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/information.asp 研修生 可

6 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 千代田カントリークラブ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/information.asp

7 パート・アルバイト キャディ スタッフ 千代田カントリークラブ 茨城県かすみがうら市 http://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/information.asp

8 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 勝田ゴルフ倶楽部 茨城県ひたちなか市 http://www.pacificgolf.co.jp/katsuta/info.asp 未経験者歓迎

9 パート・アルバイト フロント スタッフ 阿見ゴルフクラブ 茨城県稲敷郡阿見町 http://www.pacificgolf.co.jp/ami/info.asp

10 パート・アルバイト キャディ スタッフ 阿見ゴルフクラブ 茨城県稲敷郡阿見町 http://www.pacificgolf.co.jp/ami/info.asp

11 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 美浦ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷郡美浦村 http://www.pacificgolf.co.jp/miho/information.asp 調理・メニュー作りなど

12 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 美浦ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷郡美浦村 http://www.pacificgolf.co.jp/miho/information.asp クラブハウス内レストランでの接客

13 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ 美浦ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷郡美浦村 http://www.pacificgolf.co.jp/miho/information.asp

14 パート・アルバイト キャディ スタッフ 美浦ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷郡美浦村 http://www.pacificgolf.co.jp/miho/information.asp コース内での接客　未経験者歓迎！

15 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ ザ・インペリアルカントリークラブ 茨城県稲敷市 http://www.pacificgolf.co.jp/imperial/info.asp 洗い場を担当していただきます

16 パート・アルバイト キャディ スタッフ ザ・インペリアルカントリークラブ 茨城県稲敷市 http://www.pacificgolf.co.jp/imperial/info.asp

17 パート・アルバイト マスター室 スタッフ カントリークラブ ザ・レイクス 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/cclakes/info.asp ポーター・マーシャル/未経験者歓迎

18 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ カントリークラブ ザ・レイクス 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/cclakes/info.asp
調理補助/経験者優遇/短時間労働歓
迎（4～5ｈ/日）

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ パート・アルバイト 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

19 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ カントリークラブ ザ・レイクス 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/cclakes/info.asp 短時間労働歓迎（4～5ｈ/日）

20 パート・アルバイト コース管理 スタッフ カントリークラブ ザ・レイクス 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/cclakes/info.asp 未経験者可、経験者優遇

21 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ カントリークラブ ザ・レイクス 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/cclakes/info.asp 未経験者可、経験者優遇

22 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 笠間カントリークラブ 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/kasama/info.asp 経験者優遇

23 パート・アルバイト コース管理 スタッフ 笠間カントリークラブ 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/kasama/info.asp 経験者優遇

24 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 扶桑カントリー倶楽部 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/fusoh/info.asp ポーター・マーシャル/未経験者歓迎

25 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 扶桑カントリー倶楽部 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/fusoh/info.asp 出勤日数・勤務時間応相談

26 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 扶桑カントリー倶楽部 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/fusoh/info.asp 出勤日数・勤務時間応相談

27 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ 扶桑カントリー倶楽部 茨城県笠間市 http://www.pacificgolf.co.jp/fusoh/info.asp 出勤日数・勤務時間応相談

28 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 霞ヶ浦カントリー倶楽部 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/kasumigaura/info.asp 未経験者歓迎

29 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 霞ヶ浦カントリー倶楽部 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/kasumigaura/info.asp 未経験者歓迎

30 パート・アルバイト コース管理 スタッフ 霞ヶ浦カントリー倶楽部 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/kasumigaura/info.asp 経験者優遇

31 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 玉造ゴルフ倶楽部　若海コース 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/wakaumi/info.asp 1日4hから受け付けます。

32 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 玉造ゴルフ倶楽部　捻木コース 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/nejiki/info.asp
料理補助/短時間労働歓迎（4～5ｈ/
日）

33 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 玉造ゴルフ倶楽部　捻木コース 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/nejiki/info.asp 短時間労働歓迎（4～5ｈ/日）

34 パート・アルバイト コース管理 スタッフ 玉造ゴルフ倶楽部　捻木コース 茨城県行方市 http://www.pacificgolf.co.jp/nejiki/info.asp 未経験者歓迎/経験者優遇

35 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 鹿島の杜カントリー倶楽部 茨城県鹿嶋市 http://www.pacificgolf.co.jp/kashimanomori/info.asp ポーター業務

36 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ 鹿島の杜カントリー倶楽部 茨城県鹿嶋市 http://www.pacificgolf.co.jp/kashimanomori/info.asp 館内清掃・リネン業務等

37 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ グランドスラムカントリークラブ 茨城県常陸太田市 http://www.pacificgolf.co.jp/grandslam/info.asp 料理補助/1日4hから受け付けます。

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ パート・アルバイト 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

38 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ グランドスラムカントリークラブ 茨城県常陸太田市 http://www.pacificgolf.co.jp/grandslam/info.asp
経験者優遇　　出勤日数・勤務時間応
相談

39 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ グランドスラムカントリークラブ 茨城県常陸太田市 http://www.pacificgolf.co.jp/grandslam/info.asp 経験者優遇　　出勤日数・勤務時間応相談

40 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 内原カントリー倶楽部 茨城県水戸市 http://www.pacificgolf.co.jp/uchihara/info.asp 調理補助/経験者優遇

41 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 内原カントリー倶楽部 茨城県水戸市 http://www.pacificgolf.co.jp/uchihara/info.asp 短時間労働歓迎（4～5ｈ/日）

42 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ 内原カントリー倶楽部 茨城県水戸市 http://www.pacificgolf.co.jp/uchihara/info.asp 館内清掃・リネン業務等

43 パート・アルバイト マスター室 スタッフ スプリングフィルズゴルフクラブ 茨城県筑西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sfields/info.asp ポーター・マーシャル/未経験者歓迎

44 パート・アルバイト コース管理 スタッフ スプリングフィルズゴルフクラブ 茨城県筑西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sfields/info.asp 経験者優遇

45 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ スプリングフィルズゴルフクラブ 茨城県筑西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sfields/info.asp 経験者優遇　未経験者歓迎

46 パート・アルバイト マスター室 スタッフ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市 http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/information.asp

47 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市 http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/information.asp 調理補助

48 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市 http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/information.asp

49 パート・アルバイト コース管理 スタッフ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市 http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/information.asp

50 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市 http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/information.asp

51 パート・アルバイト コース管理 スタッフ 大日向カントリー倶楽部 栃木県さくら市 http://www.pacificgolf.co.jp/ohinata/info.asp 未経験者歓迎

52 パート・アルバイト フロント スタッフ サンヒルズカントリークラブ 栃木県宇都宮市 http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/information.asp 未経験者歓迎

53 パート・アルバイト マスター室 スタッフ サンヒルズカントリークラブ 栃木県宇都宮市 http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/information.asp

54 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ サンヒルズカントリークラブ 栃木県宇都宮市 http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/information.asp 接客対応/注文受付/配膳等

55 パート・アルバイト コース売店 スタッフ サンヒルズカントリークラブ 栃木県宇都宮市 http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/information.asp

56 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ サンヒルズカントリークラブ 栃木県宇都宮市 http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/information.asp
ホテルのベッドメイク等、
勤務日数・時間帯は相談に応じます

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ パート・アルバイト 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

57 パート・アルバイト キャディ スタッフ サンヒルズカントリークラブ 栃木県宇都宮市 http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/information.asp

58 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 皐月ゴルフ倶楽部　佐野コース 栃木県佐野市 http://www.pacificgolf.co.jp/sano/info.asp ポーター・マーシャル/未経験者歓迎

59 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ 皐月ゴルフ倶楽部　佐野コース 栃木県佐野市 http://www.pacificgolf.co.jp/sano/info.asp 未経験者歓迎

60 パート・アルバイト キャディ スタッフ 皐月ゴルフ倶楽部　佐野コース 栃木県佐野市 http://www.pacificgolf.co.jp/sano/info.asp 勤務日等相談可、正キャディ登用有り

61 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 皐月ゴルフ倶楽部　鹿沼コース 栃木県鹿沼市 http://www.pacificgolf.co.jp/kanuma/info.asp
クラブバス運転（限定なし中型免許お
持ちの方）及び玄関ポーター業務

62 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 皐月ゴルフ倶楽部　鹿沼コース 栃木県鹿沼市 http://www.pacificgolf.co.jp/kanuma/info.asp 未経験者歓迎

63 パート・アルバイト コース管理 スタッフ 皐月ゴルフ倶楽部　鹿沼コース 栃木県鹿沼市 http://www.pacificgolf.co.jp/kanuma/info.asp 経験者優遇

64 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ 皐月ゴルフ倶楽部　鹿沼コース 栃木県鹿沼市 http://www.pacificgolf.co.jp/kanuma/info.asp 館内清掃・リネン業務等

65 パート・アルバイト マスター室 スタッフ プレステージカントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/information.asp マーシャルスタッフ

66 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ プレステージカントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/information.asp 明るく元気に接客出来る方

67 パート・アルバイト コース管理 スタッフ プレステージカントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/information.asp 経験者優遇

68 パート・アルバイト キャディ スタッフ プレステージカントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/information.asp

69 パート・アルバイト マスター室 スタッフ あさひヶ丘カントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/asahigaoka/info.asp 勤務日数はお気軽に相談

70 パート・アルバイト キャディ スタッフ あさひヶ丘カントリークラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/asahigaoka/info.asp 勤務日数はお気軽に相談

71 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ ハーモニーヒルズ ゴルフクラブ 栃木県栃木市 http://www.pacificgolf.co.jp/harmony/info.asp 経験者優遇　未経験者歓迎

72 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ ピートダイゴルフクラブ VIPコース 栃木県日光市 http://www.pacificgolf.co.jp/petedye_v/info.asp 未経験者歓迎

73 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ ピートダイゴルフクラブ VIPコース 栃木県日光市 http://www.pacificgolf.co.jp/petedye_v/info.asp 未経験者歓迎

74 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ ピートダイゴルフクラブ VIPコース 栃木県日光市 http://www.pacificgolf.co.jp/petedye_v/info.asp 館内清掃・リネン業務等

75 パート・アルバイト キャディ スタッフ ピートダイゴルフクラブ VIPコース 栃木県日光市 http://www.pacificgolf.co.jp/petedye_v/info.asp 勤務日数はお気軽に相談

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ パート・アルバイト 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

76 パート・アルバイト フロント スタッフ ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース 栃木県日光市 http://www.pacificgolf.co.jp/petedye_r/info.asp 短時間労働歓迎（4～5ｈ/日）

77 パート・アルバイト マスター室 スタッフ ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース 栃木県日光市 http://www.pacificgolf.co.jp/petedye_r/info.asp 経験者優遇　未経験者歓迎

78 パート・アルバイト コース管理 スタッフ ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース 栃木県日光市 http://www.pacificgolf.co.jp/petedye_r/info.asp 経験者優遇　未経験者歓迎

79 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ KOSHIGAYA GOLF CLUB 埼玉県吉川市 http://www.pacificgolf.co.jp/koshigaya/info.asp

80 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ KOSHIGAYA GOLF CLUB 埼玉県吉川市 http://www.pacificgolf.co.jp/koshigaya/info.asp

81 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 岡部チサンカントリークラブ 埼玉県深谷市 http://www.pacificgolf.co.jp/okabe/info.asp 未経験者も歓迎

82 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 岡部チサンカントリークラブ 埼玉県深谷市 http://www.pacificgolf.co.jp/okabe/info.asp
勤務日数・時間帯はお気軽に相談
未経験者も歓迎

83 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp

84 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp

85 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp

86 パート・アルバイト コース管理 スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp

87 パート・アルバイト キャディ スタッフ 飯能くすの樹カントリー倶楽部 埼玉県飯能市 http://www.pacificgolf.co.jp/hanno/info.asp

88 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 富貴ゴルフ倶楽部 埼玉県比企郡吉見町 http://www.pacificgolf.co.jp/fuki/info.asp
キャディバッグ受け渡し
カートへの積み込み作業

89 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 富貴ゴルフ倶楽部 埼玉県比企郡吉見町 http://www.pacificgolf.co.jp/fuki/info.asp 簡単な調理補助及び洗い場

90 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 富貴ゴルフ倶楽部 埼玉県比企郡吉見町 http://www.pacificgolf.co.jp/fuki/info.asp 料理の配膳、片付けなど

91 パート・アルバイト コース管理 スタッフ 富貴ゴルフ倶楽部 埼玉県比企郡吉見町 http://www.pacificgolf.co.jp/fuki/info.asp 経験者優遇

92 パート・アルバイト フロント スタッフ 総武カントリークラブ　総武コース 千葉県印西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/information.asp 未経験者歓迎。女性スタッフ活躍中。

93 パート・アルバイト プロショップ スタッフ 総武カントリークラブ　総武コース 千葉県印西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/information.asp 未経験者歓迎

94 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 総武カントリークラブ　総武コース 千葉県印西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/information.asp 洗い場を担当してもらいます。

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ パート・アルバイト 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

95 パート・アルバイト キャディ スタッフ 総武カントリークラブ　総武コース 千葉県印西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/information.asp 未経験者歓迎

96 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 総武カントリークラブ　印旛コース 千葉県印西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/inba/info.asp 未経験者歓迎

97 パート・アルバイト キャディ スタッフ 総武カントリークラブ　印旛コース 千葉県印西市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/inba/info.asp 未経験者歓迎

98 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 成田の森カントリークラブ 千葉県香取市 http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/info.asp 未経験者歓迎

99 パート・アルバイト キャディ スタッフ 京カントリークラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/kyo/info.asp 未経験者も歓迎

100 パート・アルバイト フロント スタッフ イーグルレイク ゴルフクラブ 千葉県山武郡芝山町 http://www.pacificgolf.co.jp/eaglelake/info.asp ゴルフの知識や経験がなくても大丈夫

101 パート・アルバイト マスター室 スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 市原コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/info.asp 未経験者歓迎

102 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 市原コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/info.asp 調理補助・女性スタッフ活躍中

103 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 市原コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/info.asp 女性スタッフ活躍中

104 パート・アルバイト コース管理 スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 市原コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/info.asp 未経験者歓迎

105 パート・アルバイト フロント スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/info.asp 併設ホテルのフロント業務です

106 パート・アルバイト マスター室 スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/info.asp

107 パート・アルバイト コース管理 スタッフ ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース 千葉県市原市 http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/info.asp

108 パート・アルバイト キャディ スタッフ 長太郎カントリークラブ 千葉県成田市 http://www.pacificgolf.co.jp/chotaro/info.asp 未経験者も歓迎

109 パート・アルバイト フロント スタッフ 丸の内倶楽部 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/marunouchi/info.asp 受付・精算・予約管理業務など

110 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 丸の内倶楽部 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/marunouchi/info.asp 早朝受付・ポーター・コース巡回など

111 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 丸の内倶楽部 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/marunouchi/info.asp 調理補助・洗い場などを担当

112 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 丸の内倶楽部 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/marunouchi/info.asp 料理の配膳、片付けなど

113 パート・アルバイト キャディ スタッフ 丸の内倶楽部 千葉県長生郡長柄町 http://www.pacificgolf.co.jp/marunouchi/info.asp 未経験者歓迎・キャディ業務

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。



ＰＧＭ　求人情報　＜関東・甲信越エリア＞ パート・アルバイト 2023年3月15日現在

※求人情報の詳細は下記「お問い合わせ先」へアクセスしていただき、直接、お電話にてお問い合わせください。

NO. 雇用形態 仕事内容 ポジション ゴルフ場名 住所 お問い合わせ先 備考

114 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 総丘カントリー倶楽部 千葉県富津市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/info.asp

115 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 総丘カントリー倶楽部 千葉県富津市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/info.asp
送迎バス運転手（大型免許要） 兼
ポーター業務

116 パート・アルバイト コース管理 スタッフ 総丘カントリー倶楽部 千葉県富津市 http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/info.asp

117 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 東名厚木カントリー倶楽部 神奈川県愛甲郡愛川町 http://www.pacificgolf.co.jp/toumeiatsugi/info.asp

118 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 東名厚木カントリー倶楽部 神奈川県愛甲郡愛川町 http://www.pacificgolf.co.jp/toumeiatsugi/info.asp

119 パート・アルバイト フロント スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

120 パート・アルバイト マスター室 スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

121 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

122 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

123 パート・アルバイト コース管理 スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

124 パート・アルバイト キャディ スタッフ 伊勢原カントリークラブ 神奈川県伊勢原市 http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/info.asp

125 パート・アルバイト レストラン（ホール） スタッフ 秦野カントリークラブ 神奈川県秦野市 http://www.pacificgolf.co.jp/hatano/info.asp

126 パート・アルバイト 施設管理 スタッフ 中央都留カントリー倶楽部 山梨県都留市 http://www.pacificgolf.co.jp/chuotsuru/info.asp 女性エリア清掃有

127 パート・アルバイト フロント スタッフ 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 長野県伊那市高遠町 http://www.pacificgolf.co.jp/haregamine/info.asp フロントおよびプロショップ業務

128 パート・アルバイト レストラン（厨房） スタッフ 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 長野県伊那市高遠町 http://www.pacificgolf.co.jp/haregamine/info.asp

※お電話の際、採用担当宛へ「ホームページの求人情報の件」とお伝えいただくと、 スムーズです。


