
  

 

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 2022/06/23 

※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 

鯛塩そば 灯花 

 

043-216-2992 【雇用形態・仕事内容】アルバイト 

ラーメン店の接客、レジ打ち、調理など 

【資格】高校卒業以上 

【勤務時間】平日 10：00～17：00 

【待遇】研修あり、制服一部貸与、まかない付 

主婦の方、大歓迎です！ 

担当：林（リン） 

ねり伝 043-221-7005 【仕事内容】店頭接客販売または厨房清掃 等 

【雇用形態】パート・アルバイト 

【勤務時間】17：00～21：30 週 1からでも OK！ 

曜日・時間は応相談 

【待遇】交通費支給（上限あり）・制服支給・社割、まかないあり 

スタッフの仲が良くアットホームな職場です。学生も多く働いて

います！初心者歓迎！ 

担当：五十川 

スマホ修理工房 043-239-5355 ・スマートフォン、タブレット端末の修理・メンテナンス等 

・高校卒業以上 長期勤務可能な方 

・10:00～21:00（実働 8時間：3～5日） ※要相談 

・有給休暇制度有、制服貸与、社販有、社員登用有 

交通費支給（上限有） 従業員割引有 

・スタッフのほとんどが未経験から技術を覚えます！ 

 自分で修理できるようになりたい、技術を身につけたい方 

大歓迎です！ 

担当：髙橋 

ヴィレッジヴァンガードダイ

ナー（ペリチカ） 

043-307-8171 パート・アルバイト・フリーター 

調理・接客・料理提供・配膳 

高校卒業以上 

8：30～14：00、12：00～17：00、12：00～22：00、17：00～22：00 

学生、フリーター、主婦活躍中/長期、短期掛け持ちでもＯＫ 

委細面談、担当：工藤 亮一 



フロプレステージュ 043-304-5055 ・接客販売、製造         

・資格 特になし 

・勤務時間 8：00～12：00 ・ 17：00～21：30 

・待遇 社販あり 

・1日 4 時間～可、週 1～2でも可 

・担当：本山 

今日和 043-227-5557 ・キッチンスタッフ 

仕込みや盛り付けなどの調理補助からメインの調理まで、ス

キルに合わせて。未経験者でも OK！ 

・ホールスタッフ 

接客・ドリンク関係・開店・閉店準備・発注・会計など、ホール

業務をお願いします。 

・資格 特になし 

・勤務時間 9：00～23：00 ※週 2日、1日 4h～応相談 

・待遇 

制服一部貸与、正社員登用制度有、研修有 

まかない（1食 200円）交通費支給（社内規定支給） 

・未経験者の方もヤル気があれば大歓迎です！ランチ帯の

み、ディナー帯のみの勤務大歓迎！ 

・担当：濱辺 

澤光青果 043-222-4183 

 

・青果物の陳列、加工。販売    ・資格 特になし 

・17：00～21：00            ・制服貸与・交通費支給 

・未経験者の方も大歓迎！ 

・担当：平井 

築地食堂 源ちゃん 043-216-4423 【アルバイト】 

・仕事内容 ホール・キッチン 

・資格 特になし 

・勤務時間 10：00～23：00 

・待遇 4時間勤務で賄い有・昇給有・交通費有(上限有) 

・その他 週 2日～、3時間～ OK 

主婦・学生大歓迎 みんな元気に働いています！！ 

・担当 野口 

大坂屋 043-227-2523 【パート・アルバイト】 

・仕事内容 焼き蛤佃煮の包装販売 

・資格 高校卒業以上 

・応募条件 週 3～4働ける方 

・勤務時間 シフト制 時間応相談 遅番出来る方歓迎 

・待遇 交通費支給 

・簡単なお仕事です。優しく丁寧に教えます。 

・担当 田中 



和の旬と瞬 070-2396-9707 【パート・アルバイト】 

・仕事内容 接客、販売、品出し 

・資格 学歴不問 

・勤務時間 シフト制 9：30～21：30 の間の３時間から応相談 

・待遇 交通費全額支給（徒歩、自転車も交通費支給） 

     スタッフ割引有 

     制服貸与 

・生産者や自治体とタイアップして日本の隠れた名産品をペリ

エ千葉から発信していき、地方と消費者を繋ぐ架け橋として一

翼をになっていくお店です。 

タカギフーズ（ペリチカ）  【パート・アルバイト】 

・仕事内容 惣菜製造・肉の販売 

・資格 高校卒業以上 

・勤務時間 ①9時〜13時 ②13〜17時  ③17〜21時 

・待遇 制服貸与、従業員割引有、 

当社規定による交通費支給 

・未経験者歓迎、土・日・祝出れる方大歓迎 

・担当 萩谷 

 

 

 

募集店舗 電話番号 募集要項 

房の駅 043-305-5223 接客/販売 

・パート/アルバイト 

・高校卒業以上/1日 3～6時間程度/週 2日～ 

・勤務時間 15:00～21:00 

・昇給有り、制服貸与、交通費規定内支給、従業員割引 

・エキナカ直結で通勤アクセス抜群！千葉のお土産をエキナカ

から発信するお店です！ 

 担当：井上 

万葉軒 マンヨーケン 070-2180-1395 弁当販売 

・パート・アルバイト 

・高校卒業以上 

・月 8〜12日勤務 / 平日・土日祝 関係無く勤務出来る方 

・勤務時間 平日 16:30～21:30 / 土日祝 15:30～20:30 

・社割有 

・引き継ぎ時間はありますが、基本一人勤務です。 

・担当：若林 



 

はなまるダイニングセレクト 080-1590-8009 お弁当・惣菜の調理、販売 

・パート・アルバイト 

・高校卒業以上 

・勤務時間 8:00～21:30 の間で 4時間以上 

・交通費支給/制服貸与/社員割・各種手当あり 

・「今週は学校のイベントがあるので 18:30～の勤務にしたい」 

「帰省したいので半月お休みが欲しい」 

「長期休みは稼ぎたいので週 5日で勤務したい」など、 

シフト相談には柔軟に対応致します。 

・担当：和田 



 

募集店舗 電話番号 募集要項 

チャンスセンター 043-225-5268 宝くじの販売と当せん金支払業務・小売業・パート 

資格 : 特に必要なし 

① 早番 9:40～15:00  ② 遅番 13:30～19:20 

※勤務は土日含む週 4日以内 

※①・②両方勤務できる方 

売場内冷暖房完備、制服貸与、交通費全額支給 

40～50 代の主婦の方活躍中、未経験歓迎 

丁寧な研修があります。 

コトモノマルシェ 043-307-1112 【パート・アルバイト】 

■仕事内容 

ハンドメイドアクセサリーの販売・管理、SNS投稿 

作家さまと直接やり取りすることもございます 

■資格 

高校卒業以上 

土日勤務、早番・遅番可能な方 

週 2日～ 

■勤務時間 

9:45～21：30(シフト制) 

営業時間や店舗状況によって変動あり 

■待遇 

交通費支給(月￥15,000 まで) 

社員割引あり 

■アピール 

素敵なハンドメイドアクセサリーを付けて楽しくお仕事できま 

す♪ 

ハンドメイドが好きな方、人とお話しするのが好きな方大歓

迎！ 

日々多くの作家さまとやり取りしながら、ハンドメイドの楽しさを

知っていける楽しさがあります！ 

一点ものが多いため、特別感のある商品との出会いも楽しみ

の一つです♪ 

 

担当：森 



丸亀製麺 

（ペリーズキッチン） 

0120-103-565 ・パート・アルバイト 

オープンキッチン内での接客・調理スタッフ 

・学生さん、フリーターさん、主婦の方、未経験の方大歓迎！ 

・9：00～23：00 週 2日～、1日 3時間～OK 

・交通費規定支給（50,000 円/月まで）、食事補助有 

・学業との両立など私生活に合わせて無理なく働けます。1食

90円で 600円分のメニューが食べられる食事補助あり。 

担当：応募受付センター 

ディッパーダン 

（ペリーズキッチン） 

 

0120-861-096 ・パート・アルバイト（高校生以上） 

・クレープ、タピオカの調理、販売 

・9：00～23：00 

 9：00～18：00勤務できる方大歓迎！！ 

・交通費全額支給 

・スタッフ特典（クレープ・タピオカ全品 250円） 

・元気と笑顔のある方、大歓迎！！ 

ペリーズキッチン 080-7680-2641 【パート・アルバイト】 

・仕事内容 

快適で笑顔あふれる客席空間をご提供するお仕事です。 

ホールの清掃や接客・フードコートのご利用方法のご案内な

ど行います。 

・資格 長期勤務できる方 

・勤務時間 土・日・祝日含む週２回から 18：00～22：00 

・待遇 制服貸与・交通費支給(上限あり) 

・サービス業界での接客経験がある方大歓迎。 

人と接することが好きな方、何事にも前向きに取り組める方、

協調性がある方、フリーター、主婦(夫)の方など募集しており

ます。 

・担当 菅沼 

ペリエマルシェ千葉 

 

 

 

 

 

 

 

080-8655-7724 

 

・仕事内容 接客販売スタッフ(レジ打ち、品出し、清掃、販売) 

・資格 高校卒業以上 

・勤務時間 9：30～21：30 (週 2日以上、1日 5時間以上) 

・待遇 制服貸与、交通費全額支給、昇給あり、社会保険完 

備、従業員割引あり 

・その他 新店舗のオープニングスタッフの募集です！ 

難しいい業務はありません。新しい環境で新しい 

仲間と一緒にお店を盛り上げませんか？ 

・担当 松田 



 

BEAMS 080-9653-8381 【正社員・アルバイト】 

■仕事内容 

接客応対・レジ業務・ストック管理等 アパレル販売 

■資格 

高校卒業以上・ 

未経験者、アルバイトから正社員を目指している方、 

キャリアアップを目指している方、 

BEAMSの服が好きな方、他業種からの転職歓迎 

■勤務時間 

9:30～21:30 シフト制 

正社員/アルバイト 月の公休 9日・1 日 8時間勤務・ 

1.5 時間休憩・時短勤務希望の方はご相談ください 

■待遇 

昇格昇給あり（昇格は正社員のみ）・賞与あり（正社員のみ）・月

次インセンティブあり・社会保険完備・有給あり・ 

交通費 5 万円まで支給・社割あり・社員登用制度あり 

■アピール・その他 

【BEAMS 千葉店のスタッフ募集！！】 

20代～30 代スタッフが活躍しているお店です！ 

未経験の方も先輩スタッフが丁寧にサポートします！！ 

■担当者：佐藤 

B.C STOCK LIMITED 

STORE 

saiyou@regalo-

f.com 

 

【アルバイト】 

■仕事内容 

接客販売、コーディネート提案、レジ対応、品出し、商品管理、

商品ディスプレイ、清掃等 

■資格 

高校卒業以上、ファッションに興味のある方 

■勤務時間 

9時 30分～21時 30分の間の、5～7.5 時間勤務 

（拘束 6～9時間） 

■待遇 

昇給あり、社会保険、残業手当、社割あり、社員登用あり 

■アピール・その他 

JOURNAL STANDARD、IENA、SPICK＆SPAN 等のベイクルー

ズブランドに囲まれてお仕事ができます！ 

ファッションセンスアップにつながり自分自身も磨かれる職場で

す！ 

楽しくお客様とお話がしたい方などぜひお待ちしています！ 

■担当者：宮崎 

 

mailto:saiyou@regalo-f.com
mailto:saiyou@regalo-f.com


12Twelve Agenda 043-307-6985 【パート・アルバイト】（月 20日働ける方や経験者歓迎） 

仕事内容：接客販売・レジ業務・店内整理・在庫管理など 

資格：高校卒業以上・未経験可 

勤務時間：9：30～21:15（シフト制） 

待遇：交通費支給（上限あり）・社員割引制度 

その他： 

全員で目標意識を高く持ち、日々話し合いながら店舗運営して

いますので、何でも聞きやすい、働きやすい環境です。 

担当：増田 

目の美容院 043-307-3041 【パート・アルバイト】 

仕事内容：セラピスト(アイソロジスト) 

資格：高校卒業以上 

勤務時間：シフト制 早番 9：10～18：10 遅番 12：20～21：20 

待遇：社会保険や従業員割引制度有 

その他： 

目に特化したリラクゼーションサロンです！ 

土日祝日勤務可能な方、週 4日以上勤務できる方、未経験者

大歓迎！ 

担当：蕨 

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 

グッドネス 

 

043-306-7758 【社員・準社員】 

・資格 高校卒業以上   

・勤務時間 9：30～21：30内でのシフト制 

 7時間 45分勤務（休憩 1時間 拘束 8時間 45分） 

・待遇 ジュエリーコーディネーター検定受講可 

     社員割引あり 

・宝石のことが一から学べるジュエリーショップです。 



ソシエアヴェダ 080-7943-2559 【社員】 

・資格  高校卒業以上・美容師免許 

・勤務時間 9：30～21：00 内でのシフト制 

・待遇 交通費支給（上限あり）、従業員割引、研修あり 

・福利厚生充実、社会保険完備、年間休日 114日・月 9日 

休みと働きやすい美容室です！ 

・担当 寺島 

レディアゼル 0120-901-926 【正社員・準社員・アルバイト】 

・仕事内容 接客販売・商品提案・商品検品、管理・ディスプレイ

変更・SNS更新・顧客管理など 

・資格 正社員〉アパレル販売経験 1 年以上(雇用形態は問いま

せん)  

準社員〉フル勤務できる方 

アルバイト〉週 3〜/1日実働 6 時間以上勤務できる方 

★店長、副店長経験がある方歓迎 

・勤務時間 店舗の営業時間によるシフト制（早番・中番・遅番） 

実働 8時間（休憩 75分）・年間休日 110 日（月 8～10日休み） 

・待遇 交通費支給（上限 5万円）・昇給あり（年 2回）・ 

賞与あり（年 2回※業績と評価による）・ 

社会保険完備 ・社員割引制度 

・その他 転勤なし、残業時間は月平均 5時間程度です。 

（前年実績）ネイル・ピアス OK、U ターン・I ターンも歓迎です。 

スタッフ一人一人に合った指導を行っており、こまめなミーティ 

ングを実施し、意見を伝えやすい職場です。おしゃれな店内で 

あなたらしく働けます。 

・担当 採用担当者 

エスペランサ 043-445-7304 【パート・アルバイト】 

接客販売・レジ・ディスプレイ・品出し 

・資格 高校卒業以上 

・勤務時間 9：30～21：00 

早番・遅番シフトの交代制 ※1日 5時間～OK 

・待遇 スタッフ特典、社員割引制度 

・アピール、その他 

ネイル・ピアス OK！先輩スタッフがしっかりフォローするので、

業務の中で少しずつできることを増やしていきましょう！ 

新作商品の PRやコーディネートなどスタッフ同士で相談しなが

ら、ショップ公式ＳＮＳの更新もしていきます。ＳＮＳを見て購入し

に来てくれるお客さまもいるので、楽しくやりがいを感じます！ 

・担当：吉田 



フットデザイン 

 

ご応募は上記

QR コードよりア

クセスください。 

【業務委託】 

・資格 19 歳以上、学生不可、経験不問 

・仕事内容 角質ケア、施術、受付業務、リラクゼーションセラピ

スト 

・勤務時間 10：00～21：00 の間で、6～9 時間 

・待遇 無料研修、経験者優遇制度あり、社員登用あり 

・アピール 未経験スタートが 9 割です、無料研修でどなたでも

学んでスタートできます！  ・担当：採用担当 

Intimissimi 

(インティミッシミ) 

043-304-6455 

 

【正社員】 

・資格 高校卒業以上 

《未経験 OK！業界未経験の方が多数活躍中》 

・仕事内容 接客・販売・コーディネート提案  

商品整理・陳列・在庫管理、店内ディスプレイなど 

・勤務時間 09:45〜21:15(シフト制 / 実働 8 時間) 

例 9:45～18:45/11:00～20:00/12:15～21:15 

・待遇 

昇給年 2 回、残業手当、社会保険完備 

交通費支給(上限 3 万円まで／月)、社員特別割引 

育児時短勤務制度、結婚・出産祝い金 

退職金制度※規定あり、語学学習サポート※試用期間は除く 

・アピール イタリアを中心に世界 50 ヶ国にショップを展開する

ランジェリーブランド。現在、日本でのブランド拡大を目指し、販

売スタッフを積極採用中！ 

担当：小野 

モーリスワイス 090-7242-0072 【アルバイト】 

・仕事内容 販売スタッフ 

・資格 高校卒業以上 

・勤務時間 9:45～21:15（シフト制） 

・待遇 交通費全額支給、社員割引制度 

・アピール 髪型・ネイル自由！リングやイヤカフ、シルバーアク

セなどを展開するショップです！ 

担当：山中 

ABC-MART 043-301-3694 【パ―ト・アルバイト】 

・資格 高校卒業以上 

・仕事内容 店舗販売業務 

・勤務時間 9:30～21:30(シフト制) 週３日以上/４時間以上 

・待遇 昇給あり、交通費支給(月５万まで)、社会保険完備 

スタッフ割引あり、社員登用あり 

・アピール アパレル販売経験のない方や、アルバイト経験なし

の方も大歓迎！90％以上のスタッフが未経験スタートです！ 



ジュエリーツツミ 048-431-6691 【契約社員】 

・資格 長期勤務できる方 

・仕事内容 ジュエリーの接客販売・コーディネート提案 

・勤務時間 09：45～21：00 の間で実働８時間 

シフト例①09：45～18：45 ②12：00～21：00 

・待遇 交通費支給(５万円まで/月)、昇給あり、社員登用あり 

各種社会保険完備、時間外手当、販売資格手当、報奨金、 

健康診断、産休・育休、社員割引あり 

・アピール 「人と話すことが好き」「オシャレが好き」であれば未

経験の方でも大歓迎！ 

まずはお客様と楽しくお話をしながら、ジュエリーの知識は徐々

に身に付けていきましょう！ 

担当：人事部採用担当 

オズモーシス 043-306-5669 【パート・アルバイト】 

・資格 高校卒業以上 

・仕事内容 販売接客・レジ・品出し 

・勤務時間 9：30～21：00 

        早番、遅番シフト交代制 

        ※1 日 5 時間～OK 

・待遇 社員割引制度 交通費全額支給 

・アピール アットホームな雰囲気の職場で先輩スタッフが一か

ら丁寧に教えてくれるので未経験の方でも安心して働けます。

経験者歓迎。 

・担当 平山 

ナージー 043-310-3231 【パート・アルバイト】 

・資格 学歴不問・未経験者 OK・経験者優遇あり・ 

長期働ける方 

・仕事内容 接客・販売・商品管理・店内清掃・開閉店作業など 

・勤務時間 9：30～21：30（時間内でのシフト制） 

 ※フルタイム 8.5 時間のうち 1.5 時間の休憩あり 

（実働 7.5 時間） 

・待遇 交通費支給・昇給あり・社内登用制度あり・各種社会保

険あり 

・アピール FOR WOMEN’S STYLISH ACTIVE LIFE 

毎日をスタイリッシュでアクティブに生きたいと思う全ての女性に

NERGY はファッション・スポーツ・ビューティ・フード、4 つのコン

テンツを通じて日常にスポーツが溶け込んだ「アクティブライフ」

を提案します。 

・担当 石渡・淵脇 



イー・エー・グラン 070-1574-0722 ・仕事内容 《飲食業》 接客 商品製造  

・資格 高校卒業以上 

・勤務時間 8時〜21時半 シフト制(最低 3h~) 

・待遇 交通費支給 賄いあり 

・その他 接客や商品作成のスキル、知識が身に付きます 

・担当 西帯野 

ピーチ・ジョン・ザ・ストア 0120-162-759 【準社員】 

・仕事内容 接客をメインとした販売業務 

・雇用形態 その他・フリー 

・応募条件 高校卒業以上・未経験歓迎 

・勤務時間 9：30～21：30のうち、8時間勤務 

・待遇 使用期間 3 カ月→使用期間を経て準社員として採用、

交通費支給、昇給制度あり、社会保険完備、社割あり、年休

122日（しっかりとしたお休みがとれてプライベートも充実！）、

制服貸出（制服のワンピースがリニューアル！店頭用のお洋服

を買う必要がないので、無駄な出費もありません！） 

・その他 多くのスタッフが未経験からのスタート！不安なまま

接客…とならないよう、充実の研修とサポート体制を完備◎また

ピーチジョンではステップアップシステムを設けているので、一

人一人にあったステップアップ・昇給が目指せます♡ 

担当：求人採用係 

金子眼鏡店 043-306-7662 【パート・アルバイト】 

・仕事内容 眼鏡の接客・販売 

・資格 高校卒業以上・長期間出来る方 

・勤務時間 9：40～21：10 (シフト制) 

・待遇 社員割引制度あり・交通費支給 

・アピール、その他 眼鏡が好きな方、人と話す事が好きな方歓

迎！ ※他店舗への異動あり 

担当：黒相 

  



そば酒房 凛や 

（ペリエダイニング） 

043-307-7875 ・仕事内容 調理、洗い場 

・資格 高校卒業以上 

・勤務時間 10時～22時の間 

        （10時～15時、17時～22 時）※要相談 

・待遇 交通費補助、まかない補助 

・その他 蕎麦や天ぷらを一緒に調理しましょう！ 

担当：榎本 

ジンナンカフェ 

（ペリエダイニング） 

043-0202-7550 ●仕事内容 

(ホール)ご案内、お料理の提供、レジ業務、ドリンク作り 

(キッチン) 野季をたっぷり使ったプレートランテ、デザート等の

調理補助 

●資格 

学生・フリーター、主婦（主夫）さん歓迎！  

高卒以上、未経験者 OK！ 

Wワークや抹養控除内 勤務も応相談！ 

●勤務時間 

9:00～23:00(シフト制) 週 2日 1日 4h～/土日のみも OK 

●待遇 

制服貸与、交通費規定内支給、昇給制度、食事付(規定内) 

働いて貯まるポイントで賞品ゲット！ 

給与前払い(稼動分 60%迄)あり 

えきうえ広場に面したテラス席が自慢のカフェです。 

美味しくてからだにやさしい賄い付き♪ 

担当：田丸 

焼肉トラジ 043-202-1129 ・仕事内容 ホールもしくはキッチン業務（パート・アルバイト） 

・資格 高校卒業以上 

・勤務時間 週 2日以上で 1 日 6時間以上勤務できる方 

・待遇 美味しい賄い付き 全制服貸与 

交通費月額 1万円まで支給 

・その他 フリーター、主婦大歓迎！ 

勤務後は美味しい賄いが無料で食べられます！ 

運が良ければ焼肉も！ 

・担当 亀森 

  



JINS 0120-101-714 【パート・アルバイト】 

・仕事内容 メガネ選びからお渡しまで、店頭でのすべてのお

 仕事をお任せします！ 

  フレーム選び、視力測定、レンズの加工、フィッティ

 ング、メガネの販売には様々な工程があります。 

 お客さまの好みや使用するシーンにあわせてご提

 案しながら、お気に入りの１本を見つけていただくお

手伝いをお願いします 

・資格 未経験者、フリーター、主婦(夫)、長期歓迎 

 友達と応募 OK 

・勤務時間 シフト制 9：30～21：30(実働時間：８時間) 

  最低勤務日数(週)５日 

・待遇 交通費支給/厚生年金基金制度/社員割引/社員持ち

 株制度/制服貸与/昇給あり/社内研修制度あり/各

 種社会保険制度/時間外手当 

・その他 あなたの成長を全力でサポートします！ 

 充実した教育サポート＆福利厚生が揃った当社で

 チャレンジしませんか？ 

 ご応募お待ちしています。 

・担当 採用担当 

アトモス 043-306-6615 【アルバイト】 

・仕事内容 スニーカー、アパレル販売 

・資格 18歳以上、週 5回フルタイム勤務が可能な方優先 

・勤務時間 9:30～18:30 / 11:30～21:00 （シフト制） 

・待遇 交通費支給（15,000円まで）、社員割引制度あり 

・その他  

スニーカー、ファッションが好きな方、興味がある方是非ご応

募ください！  

・担当 篠塚、下永瀬 



ドクターマーチン 043-307-5955 ・仕事内容 接客・販売業務全般 

・雇用形態 パート・アルバイト 

・応募条件 高校卒業以上 

ドクターマーチンが好き、人と話す事が好きな方。 

未経験者歓迎、土日・祝日出勤可能な方歓迎。 

※販売・アパレル経験者は優遇致します。 

・勤務時間  

9:30～21:15 週 5日以内、実働 7.5 時間/休憩 1時間      

※店舗運営時間によるシフトあり 

・待遇 社会保険各種完備、正社員/契約社員登用制度あり、

従業員割引あり 

・その他 

ファッション・革靴が好きな方、なによりドクターマーチンが好き

な方、多くの人に愛され続ける「Dr.Martens（ドクターマーチ

ン）」で、ぜひ一緒に働きませんか？ 

 

ご応募は下記の住所まで履歴書をご郵送ください。 書類選考

後、面接に進まれる方のみ、担当者より連絡いたします。  

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-2-28 ドクターマーチンエ

アウェアジャパン(株) HR採用担当宛て 

ラフィネ 

 

ご応募は上記QR

コードより 

アクセスください 

【業務委託契約】 

・仕事内容 リラクゼーションセラピスト・施術・受付 

・資格    高校卒業以上・学生不可・未経験歓迎 

・勤務時間 10：00～21：00の間 6～9時間・シフト制 

・待遇    無料研修・経験者優遇・社員登用あり 

・その他 

未経験スタートが９割！充実の研修でどなたでもプロのスキ

ルを身に付けることができます！ 

私たちと一緒にお客様へ癒しを提供していきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUPICIA 

(ルピシア) 

03-5428-5734 【パート・アルバイト】 

・仕事内容  

お茶の販売・接客 

・応募条件 

長期勤務できる方、高校卒業以上 

勤務時間 9:30～21:30 ※状況により変更有 

週 3～5日・1日 5～8時間（シフト制） 

中番、遅番勤務できる方歓迎（早番希望は週 2～3日迄） 

土日祝勤務できる方歓迎、月 120 時間以上、 

フルタイム勤務歓迎、扶養内勤務 OK 

・待遇 

有給休暇制度有、制服貸与、昇給制度 

交通費支給 ※パート・アルバイト：上限 15000円/月 

社員割引有、研修制度有、各種保険完備、 

インセンティブ制度有 

・その他 

◇サービス業界での接客・販売経験がある方大歓迎 

◇人と接することが好きな方 

◇何事にも前向きに取り組める方 

◇お茶に興味ある方歓迎 

◇フリーター・主婦(夫)の方など 

※学生さんはご遠慮ください 

未経験の方もご安心ください。  

お茶の知識や接客マナーは、研修や OJT 制度でしっかり学

べます。 

ルピシアにご興味を持ってくださる皆様のご応募を 

スタッフ一同心よりお待ちしています！ 

・担当者  

ルピシア採用担当 

 



 

募集店舗 電話番号・連絡先 募集要項 

イノセンス 043-227-2278 【パート・アルバイト】 

・仕事内容： レジ、品出し、接客等 

・資格   ： 高校卒業以上 

・勤務時間： 1日 8時間～、週 4日～ 

・待遇   ： 交通費全額支給、ノルマ無し、社員割引あり、 

         社会保険完備、研修 3 ヵ月、服装・髪型自由 

・その他  ： オシャレなフリーターさん活躍中。 

         先輩スタッフが丁寧に教えますので少しずつ覚え

ていきましょう。 

           「アクセサリーを集めるのが好き」「ついつい買っ

ちゃう」という方、販売未経験の方でも興味があれ

ば OＫ！ 

POU DOU DOU 

(プードゥドゥ) 

043-307-6210 

 

【正社員】 

・仕事内容：接客販売・ディスプレイやレイアウトの構成・商品

チェック・在庫管理・ストック整理、清掃等 

・資格   ： 高校卒業以上 

・勤務時間： 09:45～21:30（シフト制）営業時間：10:00～21:00 

※シフト例 

早番：09:45～18:45 中番：11:00～20:00 

遅番：12:30～21:30 

※休憩 1時間 30分 

・待遇   ： 昇給あり・交通費全額支給・社会保険完備 

有給休暇あり・社員割引(50%OFF)あり 

退職金（中退共）制度・産休・育休取得実績あり 

入社時&年 2回シーズン時に制服支給 

・その他  ： 最初はわからない事ばかりで悩むことも多いと

思いますが、先輩スタッフは親身に相談に乗って

くれる方ばかりです。一緒に素敵なお店を作れた

ら嬉しいです。 

担当   ： 吉田 

ViS 043-224-7131 仕事内容：販売・レジ業務・ストック管理など 

雇用形態：パート・アルバイト 

応募条件：高校卒業以上 

       ファッションに興味のある方 

勤務時間：9：30～18：30/11：30～20：30/12：30～21：30 

       シフト制・週 2日～ 

       短時間勤務応相談 

待遇：社員割引・交通費支給・社会保険完備・社員登用制度 



その他：20代～30代スタッフが活躍しているお店です♪ 

     経験者の方も未経験の方も大歓迎です！ 

     http://www.jun.co.jp/recruit/ 

担当：船津 

  

http://www.jun.co.jp/recruit/


オリエンタルトラフィック 

 

043-441-5577 仕事内容：接客・販売・在庫管理・レジ業務 

雇用形態：パート・アルバイト 

応募条件：高校卒業以上 

未経験者歓迎 

学生、フリーター歓迎 

主婦（夫）歓迎 

勤務時間：9:30～21：30（実働 4～8 時間、シフト制） 

       平日のみ/土日祝のみ可 

時間・曜日応相談 

週 2日～ 

待遇   ：交通費支給（上限￥800/日）、昇給有、 

社員登用制度有、従業員割引有、 

服装・髪型自由 

その他  ：オリエンタルトラフィックは「毎日違う服に合わせて

靴もコーディネートしたい」をコンセプトに他とはちょ

っと違う、遊び心あるデザインを提案するブランドで

す。 

毎日違う服が着たい、靴もたくさん欲しい！そんな

お洒落好きの方、ぜひあなたのセンスを店頭でア

ピールして下さい。 

担当：木谷 

AMOSTYLE by Triumph 

(アモスタイルバイトリンプ) 

0120-914-653 【パート・アルバイト】 

・仕事内容： インナーウェア接客販売・採寸・サイズ決定・レジ

業務・店舗ディスプレイ・商品管理・店内清掃な

ど 

・資格   ： 高校卒業以上、長期で働ける方 

           未経験者 OK！（販売経験者歓迎！） 

・勤務時間： 10:00～21：00（実働 7.5ｈ・シフト制） 

土日含む週 5日 

・待遇   ： 交通費全額支給、社会保険完備、社員割引あ

り、インセンティブ制度あり、教育制度あり、 

社員登用あり 

・その他  ： 未経験の方でも接客マナーから下着に関する専

門知識まで丁寧にお教えしますのでどうぞご安

心下さい！ 今後正社員を目指したい方も大歓

迎です！ 

女性にとって欠かせない存在である下着の知

識を、私達と一緒に学びながら楽しく働きましょ

う！ 

 


