現在の募集は以下の通りです。詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。
LAST UPDATE 2018/9/6
※お問い合わせの際には、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。

募集店舗

電話番号

募集要項

フルーツギャザリング

03-6434-5370

美容部員、化粧品販売（販売スタッフ）
契約社員/アルバイト

高校卒業以上（学生不可）

未経験者 OK、販売・接客経験お持ちの方歓迎いたします！
9:30～22:30/シフト制、実働 8 時間
※アルバイト、パートは週 3 日、1 日 5h～OK、曜日・時間は応
相談
交通費規定内支給、残業・深夜・遅番勤務手当支給、
健康診断あり、産休・育休制度あり、正社員/契約社員登用あ
り、社割制度あり、賞与・昇給あり、社保完備、研修無料
フルーツギャザリングはフルーツバスケットの様に色とりどり
のアイテムが溢れているコスメショップ。大人気の百貨店ブラ
ンドから、定番のボディ・ヘアケアまで、豊富なラインナップで
お客さまをお迎えしています。現在活躍しているスタッフの多く
が未経験からスタート。お客さまをワクワクさせるお店を一緒
に作りましょう！
委細面談
ＱＢハウス

0120-314-915

担当：丸山

ヘアカット
理・美容師免許お持ちの方
正社員 10：00～21：00 正社員（カット未経験）10：00～19：00
パート 10：00～21：00 その他条件応相談
交通費全額支給・制服貸与・社会保険完備
・給与査定年 1 回あり
未経験者、お子様がいる方、ブランクがある方も研修制度が
充実した環境だから安心して働けます。
委細面談 担当：福田

募集店舗

電話番号

募集要項

ピーチ・ジョン・ザ・ストア

03-6418-7888

契約社員
接客販売、商品・在庫管理、店内ディスプレイなど
高校卒業以上、未経験可
1 日 8 時間を基本としたシフト制
・年間休日 122 日（月間休日 9～11 日）
・試用期間 2 ヶ月（期間中、時給に変更なし）
・各種研修有・交通費一部支給・社員登用有・社会保険完備
・社員割引・制服一部貸与
『Life is Beautiful』をコンセプトに、人生をより美しく楽しく生きる
女性へ、その魅力を最大限に引き出す商品をお届けしていま
す。ファッションやピーチジョンが好きな方大歓迎です。
委細面談 担当：採用担当

nano・universe

03-5456-9959

契約社員・パート・アルバイト
店頭での接客、販売及び商品管理

高校卒業以上

【契約社員】9：30～21：30（実働 8H） シフト制/月 8～9 日公休
【アルバイト・パート】1 日 3H～/週 3 日～OK
交通費支給（月 25,000 円まで）、正社員登用制度あり、各種諸
手当、社会保険完備、社員割引制度あり、産休・育児休暇取
得制度あり、年 2 回の査定により給与見直しあり
※試用期間 3 ヶ月
アナタのライフスタイルに合わせて働き方を選べます！アパレ
ル販売未経験でもナノ・ユニバースが好き！！という方なら大
歓迎です。アパレル販売デビューをナノ・ユニバースから始め
てみませんか？
委細面談 担当：採用担当
くまざわ書店

043-201-2900

書籍販売/レジ

高校卒業以上

7：00～16：00 の内６時間から応相談
週 4 日以上、２０時間以上の勤務で交通費支給（上限 12,000 円）

日曜入れる方、歓迎
委細面談 担当：泉
アイシティ

043-307-7480

販売スタッフ

高校卒業以上

9：30～21：15（シフト制）
交通費支給（当社規定内で支給）、社会保険完備
未経験者大歓迎
委細面談 担当：岡室

募集店舗

電話番号

募集要項

ラフィネ

0120-490-065

リラクゼーションセラピスト（ボディケア等の施術）・業務委託
高校卒業以上
10：00～21：00 フリーシフト制（シフトは応相談）
キャリアパスプラン制度・社員登用制度・給付金サポートあり
無料研修制度があるため、未経験でも一生ものの
スキルを身につけられます。
委細面談 担当：採用係

ふりそでＭＯＤＥ

043-215-7562

ふりそでスタイリスト・フォトグラファー・着付け師
専修学校卒業以上
9：30～21：00 のうち８時間 休憩６０分 ４週８休制
社会保険完・交通費支給（上限月額１５，０００円）
「感動幸福クリエイター」として、サプライズが好きな方、人を喜
ばせるのが好きな方にピッタリなお仕事です。
委細面談 担当：藤原

千葉駅総合クリニック

043-307-5182

千葉駅すばるクリニック

医療事務業務全般

資格 不問

9：30～21：00 うち８時間 休憩６０分
経験者優遇いたします。
未経験の方でも大丈夫です。時短勤務も可能です。一緒に医
療機関で働きましょう。リハビリスタッフも募集中です。
委細面談 担当：来栖（くるす）

ノーティアム

0120-1181-550

販売スタッフ

高校卒業以上

9：30～21：30 実働 8 時間 シフト制
交通費規定内支給・社員割引有・社会保険完備
販売未経験でも大歓迎！
委細面談 担当：ノーティアム採用センター
アーノルドパーマー

043-307-5650

タイムレス

アパレル製品及び雑貨の販売
高校卒業以上、経験・年齢不問
9：30～21：30 実働 7.5 時間 時短も可（4 時間～）
アルバイト：交通費全額支給
契約社員：交通費全額支給、福利厚生あり、未経験者歓迎
「喜んでもらいたい」という気持ちのある方歓迎
委細面談 担当：高橋

ビルケンシュトック

03-5785-5677

靴の接客・販売 正社員・パート・アルバイト募集
9：30～21：30 実働 5 時間～・週 3 日～応相談
交通費規定内支給・社会保険完備・社員割引有
商品支給・インセンティブ制度・正社員登用有
委細面談 担当：香田

募集店舗

電話番号

募集要項

ガーランド オブ デュウ

043-306-3691

パート・アルバイト

アクセサリー接客・販売

高校卒業以上
9：30～21：30／シフト制（実働 7 時間 45 分）
基本的には週 5 日勤務でお願いしていますが、週 3 日～も OK
です。レギュラー勤務できる方大歓迎です！！
髪型・服装自由（ドレスコード内でおしゃれを楽しめます）
交通費規定支給（月額 45,000 円まで）、社員登用有
社会保険完備、社員割引制度有、昇給年 2 回、報奨金制度有
有給休暇制度有
大人かわいいアクセサリーのお店です。
シフトはお店の状況と希望時間を聞きながら作っています。
まずはどんな働き方を希望しているのか教えて下さいね。
働きやすいを実感できる事を目指しています。
可愛いアクセサリーに囲まれて一緒に働きませんか？
担当：亀澤
靴下屋

043-202-0220

接客・販売 アルバイトスタッフ
未経験者歓迎、フリースタッフ大歓迎！
早番 9：30～18：00 遅番 13：00～21：30 中番 11：30～20：00
週 4 日以上勤務可能な方
交通費規定内支給、社員割引有、社員登用有
20 代スタッフ中心の活気がある職場です！
委細面談 担当：山崎

ete

043-307-6555

【契約社員】ジュエリーアドバイザー ジュエリー販売
未経験可
9：30～21：15/シフト制 実働 7.5 時間
9 時間拘束（労働 7.5 時間+休憩 1.5 時間）
社会保険完備、役職手当、正社員登用制度、報奨金制度
昇給制度、有給制度、経験者優遇、連休取得可
国内リゾート施設利用可、私服勤務
ネイル・ピアス・髪型自由（過度は除く）
前向きで積極的に働ける方歓迎！
ジュエリー販売未経験者歓迎！

委細面談 担当：平野

募集店舗

電話番号

募集要項

募集店舗

電話番号

募集要項

ラティス

043-301-2811

アルバイト（フルタイム） アクセサリー雑貨販売
高校卒業以上 週３日以上勤務出来る方大歓迎！
9：30～21：30 までのシフト制
交通費 15,000 円／月まで支給、社員割引あり、社会保険あ
り、正社員登用制度
オシャレが好きな方、大歓迎です！
委細面談 担当：田辺

