
業種・雇用形態 給与 勤務時間 その他 連絡先

〈職種〉
　ホール・キッチン
〈雇用形態〉
　パートタイマー/アルバイト

〈パートタイマー/アルバイト〉
　時給1,200円（高校生時給：1,100円）
　　　　　　　※土日100円UP

〈職種〉
　接客、調理スタッフ
〈雇用形態〉
　パートタイマー/アルバイト

〈パートタイマー/アルバイト〉
　時給１,１００円から

シフト申告制
週2～3日土日どちらか

未経験者歓迎
美味しい賄い付き

①店舗に電話にて
②ルフロン2階　フードコート内
③044-223-6545
④担当：小松

〈職種〉
　接客と調理スタッフ
〈雇用形態〉
　パートタイマー/アルバイト

〈パートタイマー/アルバイト〉
　時給：1,200円
　※高校生：1,071円 

■ランチタイム(土日祝込み)と
■ディナータイム(17時～21時30分)

長期勤務出来る方歓迎
交通費支給、食事補助有り

③044-246-7330
④平賀

〈職種〉
　接客販売と調理スタッフ
〈雇用形態〉
　アルバイト

〈アルバイト〉
　時給1,100円

10時～22時30分
週3日～
1日3時間～

経験不問
長期勤務出来る方歓迎
休日に勤務出来る方大歓迎
従業員割引有り
制服貸与

①店舗に電話
②応募先住所
　神奈川県川崎市川崎区日進町1-11
　川崎ルフロン2階
③044-589-8671
④山本
⑤https://search.freshnessburger.co.jp
　/fb/spot/detail?code=0000000193

〈パートタイマー/アルバイト〉
　時給1,071円～

〈正社員〉
　別途お問合せ下さい

勤務曜日　月から日曜日
　　　　　土日祝日勤務出来る方歓迎
勤務時間　9時30分から21時30分
　　　　　1日4時間～週2、3日　要相談

未経験、大学生、専門学生、
フリーター、主婦　歓迎　
履歴書不要、交通費支給
社員も募集中です

株式会社ネットタワーHP内
店舗求人にてご確認ください

〈職種〉
　接客・販売スタッフ
〈雇用形態〉
　正社員/パートタイマー/アルバイト

〈職種〉
　接客・店舗運営スタッフ
〈雇用形態〉
　アルバイト

〈アルバイト〉
　時給1,080円

9:15～21:30の間でシフト制
❶月120～140h程度 ❷月～100h程度
例】早番(9:15～17:30)、
　 遅番(13:00～21:30)など、早番、
　 中番、遅番等のシフトを
    組み合わせます。
　 お休み希望など柔軟に対応できます◎
　 お気軽にご相談ください。

高校生以上 学生歓迎！
主婦/主夫歓迎！、扶養内勤務OK
交通費全額支給(社内規定有)
各種保険完備、従業員割引あり
WワークOK、エプロン貸与
髪色自由、ネイルOK

WEBにて応募ください
https://partyrico.net/recruit

〈職種〉
　接客販売スタッフ
〈雇用形態〉
　パートタイマー/アルバイト

〈パートタイマー/アルバイト〉
　■月～金（9:30-17:00）　  1,080円
　■月～金（17:00-21:30）　1,110円
　■土日祝（9:30-17:00）　  1,110円
　■土日祝（17:00-21:30）　1,140円

①12:00-17:00(火金土)
②17:00-21:30(火木日)

長期勤務できる方歓迎
未経験者歓迎
中高年活躍中
交通費支給（当社規定あり）
Wワーク可
エプロン支給

①セリアHP/TEL
②神奈川県川崎市川崎区日進町1-11
　川崎ルフロン4階
③044-201-8886
④大里
⑤https://www.seria-m.jp/sp/arbeit/
　detail.html?code=000002216

〈職種〉 
接客販売スタッフ

〈雇用形態〉
アルバイト

〈アルバイト〉
　時給1,080円～

■完全シフト制
■週2～3
■実働3～8時間
例）　9:30～18:45
　　11:00～20:15
　　12:15～21:30
例2）17:00～21:30
　　18:00～21:30
　　15:00～21:30　等

■長期勤務出来る方や
　未経験者の方々も大歓迎
■交通費一部支給
■社割販売
■勤務状況で随時昇給
■社会保険制度完備
■社員登用制度有り

①店舗に電話にて
②神奈川県川崎市川崎区日進町1-11
　川崎ルフロン5F
③044-222-2533
④採用担当:小池

〈職種〉
　接客・商品整理・品出し・清掃
　レジなど店舗に関わる作業全般
〈雇用形態〉
　正社員/契約社員/アルバイト

〈契約社員〉
　月給190,000円

〈パートタイマー/アルバイト〉
　時給1,075円～

■契約社員：実働8時間のシフト制
■アルバイト：週2日～5日
　　　　　　1日4時間～８時間 シフト制
　※店舗の営業時間によります。

未経験者歓迎
長期勤務出来る方歓迎
17時～21時まで勤務できる方大歓迎！！
契約社員：年間休日107日
社員割引あり
正社員、契約社員登用制度あり
昇給・昇格あり
有給制度あり
社会保険完備あり
報奨金制度あり

①応募方法：店舗に電話か
　　　　　 各応募媒体にて応募
②応募先住所：川崎市日進町1－11
　　　　　    川崎ルフロン5階
③応募先電話番号：044－210－2105
④採用担当：松岡宣明

〈職種〉
　あそび場運営スタッフ(プレイリーダー)
〈雇用形態〉
　 契約社員/パートタイマー

〈契約社員/パートタイマー〉
　時給1,100 円

シフト制、週5日勤務
9:30～20:30の間の7.5時間勤務 未経験者・長期勤務できる方歓迎

手芸が好きな方、経験者大歓迎。
手芸未経験の方も歓迎します。
週2～3回から勤務可能です。

web応募または履歴書応募
東京都渋谷区神宮万 1-3-12
ジブラルタ生命原宿ビル3階
http://www.bornelund.co.jp
〈お問い合わせ〉03-5785-0906
担当:茅根

①インターネット求人サイトか電話
②川崎区日進町1-11川﨑ルフロン10階
③044-221-8989
④シンデンorタニダ
⑤www.jojoen.co.jp

〈職種〉
　接客スタッフ
〈雇用形態〉
　契約社員/パートタイマー/アルバイト

〈契約社員/パートタイマー/アルバイト〉
　時給1,100円～1,500円
　賞与（夏期、冬期、年２回）
　契約社員、パート

〈職種〉
　接客販売スタッフ
〈雇用形態〉
　パートタイマー

〈パートタイマー〉
　時給1,075円

①9：45～12：45
②16：00～21：00
③13：00～17：00

〈職種〉
　調理補助及び接客スタッフ
〈雇用形態〉
　正社員/アルバイト

〈アルバイト〉
　時給1,150円～
　(土日祝は1,200円～)
　※高校生は1,100円～ 

〈社員〉
　月給255,000円～
　(年２回昇給あり/ボーナス年2回)

月～日曜　9:00～21:00の中で、
お好きな時間で働いていただけます

9:00～22:00
上記時間内で週2日～、1日3時間～OK
シフトは応相談
1週間ごとの希望シフトで柔軟に対応
平日のみ、土日祝のみ、土日祝休みなど
ご相談に応じます

未経験者歓迎、中高年活躍中、
長期勤務出来る方歓迎
週1～OK、WワークOK
髪色自由、男女ともにネイルOK
制服貸出、賄い付き、交通費全額支給

■社員　月8～9日休み
■共通:交通費全額支給、昇給あり、
■社員：ボーナスあり、有休あり、社保完備、
　　　BD休暇あり、子育て支援制度あり、
　　　独立支援制度あり

一人ひとりに合った働き方ができます
飲食店未経験の方歓迎 初バイトの方も歓迎
1食120円のまかない有
交通費規定支給(月5万円迄)

①web応募または電話応募、
　店頭での直接応募も歓迎です！
②神奈川県川崎市川崎区日進町１-１１
　ルフロン川崎2Fフードコート内
　濃厚味噌らーめん玉
③０４４－２０１－８７６５
④ヨシノ
⑤https://gyoku-recruit.com/

応募受付センター 0120-103-565

〈職種〉
　接客販売スタッフ
〈雇用形態〉
　パートタイマー/アルバイト

〈パートタイマー/アルバイト〉
　時給1,071円
　※17時以降は1,200円

■シフトパターン①
　10：00-16：00（月60時間～80時間）
■シフトパターン②
　13：00-21：15（月140時間～160時間）
※シフト制　土日祝日は月の半分程度の
　勤務でも可　まずはご相談ください。

長期勤務出来る方歓迎、未経験者歓迎、
高卒以上、交通費規定支給（8,000円まで）、
有給休暇、業績に応じた賞与支給
 
■労働条件により雇用保険・社会保険に
　加入します。
■業績に応じた賞与があります。
■当社ホームページも是非一度
　ご確認ください。 

未経験者歓迎
ランチタイムのPA歓迎

①応募方法：WEB応募+TEL応募
②応募先住所：神奈川県川崎市川崎区
　　　　　　 日進町１－１１
　　　　　　 川崎ルフロン１０階
③応募先電話番号：044-280-7123
④採用担当：友部
⑤URL：https://yamazakiya-job.jp/
　　　 list/kanagawa/

未経験OK フリーター歓迎 
週休2日制 応相談 シフト制
休日希望、事前申請制を導入しております。
休みたい週、稼ぎたい週など
調整する事も可能です！！
賞与有り（契約社員、パート）
正社員登用、昇格制度有り
（毎年、1名～2名 正社員昇格の実績有り）
報奨金制度あり
制服貸与 
交通費全額支給
公共交通機関 定期代全額支給
自転車通勤可（1日100円支給）
バイク通勤可（1日400円上限）

①電話、ＷＥＢ
②神奈川県川崎市川崎区日進町1-11
　川崎ルフロン6Ｆ
③080-7943-0746
④店長
⑤http://www.24028.jp/ 

〈職種〉
　■レジ専任契約社員
　■商品整理アルバイト
〈雇用形態〉
　契約社員/アルバイト

〈契約社員〉
　月給188,000円
〈アルバイト〉
　時給1,180円

■契約社員：早番9：30～18：30
　　　　 　遅番11：15～20：15(２交代制)
             　週５日勤務(当社規定による)
             　日曜は隔週休み

■アルバイト：17：00～20：15
　　　　　　週４日　出勤曜日は応相談

①09:30～18:30
②11:00～20:00
③12:00～21:00
④14:00～23:00
実働時間8時間（時間応相談可）
最低勤労日数（週） 3日

〈職種〉
　ホール接客スタッフ、キッチン調理補助
〈雇用形態〉
　パートタイマー/アルバイト

〈パートタイマー/アルバイト〉
　■ホール：時給1,200円
　■キッチン：時給1,150円

週2日以上
1日4時間以上

長期勤務出来る方歓迎、未経験者歓迎　
■契約社員・アルバイト：社員割引(15％)
　　　　　　　　　　 有給
　　　　　　　　　　(試用期間終了後付与)
■契約社員：制服支給、交通費全額支給
　　　　　 社会保険完備

①TELにて応募ください
②川崎市川崎区日進町1-11
　川崎ルフロン７階
③044-221-8403
④採用係

〈雇用形態〉
　パートタイマー/アルバイト

〈パートタイマー/アルバイト〉
　時給1,100円スタート
　スキル習得により年1回昇給有

9：30～21：30
※上記内のシフト制（1日最大7時間）　
土日祝日勤務できる方、大歓迎！！
時間・曜日応相談

未経験者大歓迎！！
土日勤務可能な方大歓迎
商品割引制度
制服貸与
有給休暇
交通費実費支給(上限1,000円/日)

①電話、ホームページ、リクオプ
　（タウンワーク）
②神奈川県川崎市日進町1-11　8F
③044-223-1630
④大坪
⑤http://www1.xebio.co.jp/

①店舗にお電話いただくか、
　ドリームホームページの採用情報の
　項目から川崎店の求人にご応募ください
②川崎市川崎区日進町1-11　ルフロン6階
③044-201-8442
④中川
⑤https://dream-ono.co.jp/recruit/
　#kanagawa

ルフロンで一緒に働きませんか？

スタッフ募集！


