
 

 

 



 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 東武ストアおけがわマイン（青果） 

職種 青果 

仕事内容 商品加工、品出しなど 

勤務時間 8：00～12：00 

給与 基本時給 928円 

応募資格 ・週 2～5日（要相談） 

・長期勤務・土日勤務可能な方 

応募方法 電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください 

連絡先 ＴＥＬ：048-787-6300 担当：鈴木 

 

 

 

 

 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 東武ストアおけがわマイン（ギフト） 

職種 ギフト 

仕事内容 ギフト受付、接客 

勤務時間 ① 10：00～16：00 

② 16：00～20：00 

給与 基本時給 928円 

応募資格 ・週 2～4日（要相談） 

・長期勤務・土日勤務可能な方 

応募方法 電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください 

連絡先 ＴＥＬ：048-787-6300 担当：峯村 

 

 

 

 

 



 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 桶川マイン歯科（４階） 

職種 歯科衛生士、歯科助手 

仕事内容 衛生士業務、治療のアシスタント業務 

雇用形態 パート・アルバイト（社員登用有） 

勤務時間 9：30～13：00、14：30～20：00（3時間より可） 

給与 時給 歯科衛生士 1,300円～、歯科助手 950円～ 

待遇 社会保険完備、交通費支給、制服貸与 

応募資格 年齢・経験不問、長期勤務可能な方 

応募方法 電話又は歯科受付まで 

連絡先 ＴＥＬ：048-787-7811 担当：マツモト 

 

 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 靴のシバタ（3 階） 

職種 靴の販売・靴修理・合鍵 

仕事内容 靴の販売（主に婦人靴）靴修理・合鍵の受付 

雇用形態 パート 

勤務時間 ＡＭ10：00～ＰＭ1：00 

（その日の忙しさにより 30 分～1時間程の残業あり） 

給与 時給 928 円 

待遇 65歳くらいまで（年齢応相談）週 2～3 日 

月曜日と土曜日・できれば他 1日火か金曜出勤できる方 

応募資格 靴販売経験者 

応募方法 ご質問・詳細はお電話にて 

連絡先 ＴＥＬ：048-787-6639 担当：店長 中村 

 

 

 

 

 



 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 東武ストアおけがわマイン 

職種 レジ 

仕事内容 主に商品のレジ打ち 

勤務時間 ①9：00～17：00 

②17：00～22：00 

給与 基本時給 928円 

応募資格 週 2～5 日（要相談）、長期勤務・土日勤務可能な方 

応募方法 電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください。 

連絡先 ＴＥＬ：048-787-6300 担当：安部 

 

 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 おき川（1 階） 

職種 和洋菓子店 

仕事内容 お菓子の販売 

雇用形態 パートナー、アルバイト及びフリーの方 

勤務時間 9：00～19：15 の間で 4ｈ～、週 3 日～ 

給与 時給 930円～ 

待遇 商品割引特典 

応募資格 18歳以上、土日どちらか可能な方 

応募方法 電話にて問い合わせください 

連絡先 ＴＥＬ：048-787-6617 担当：森 

 

 

 

 

 



 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 をかの（1 階） 

職種 和菓子屋 

仕事内容 接客・販売・包装等 

雇用形態 社員・パート・アルバイト 

勤務時間 1日 3時間～ シフト制で休みが取りやすいです。 

シフトの融通がきくのでご相談ください。 

給与 時給 930円～（繁忙期ＵＰ） 

待遇 社販有、制服貸与、社会保険有 

応募資格 18歳～50歳 未経験者歓迎、経験者優遇 

応募方法 電話または店頭にてお尋ねください 

連絡先 ＴＥＬ：048-771-1432 担当：榊 

 

 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 東武ストアおけがわマイン 

職種 鮮魚 

仕事内容 商品加工、値引き、清掃、商品整理など 

勤務時間 8：00～17：00 

給与 基本時給 930円 

応募資格 週 2～5 日（要相談）、長期勤務・土日勤務可能な方 

応募方法 電話連絡の上、履歴書（写真貼付）をご持参ください。 

連絡先 ＴＥＬ：048-787-6300 担当：岸野 

 

 

 

 

 

 



 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 日之出商会（1 階） 

職種 クリーニング業 

仕事内容 クリーニング品の受付・返却・仕分け等 

雇用形態 パート・アルバイト 

勤務時間 週 2～4 日程度 

月～土祝 10：00～15：00 15：00～20：15 

日曜 9：30～15：00 15：00～20：15 

給与 時給 930円 

待遇 社会保険完備、従業員割引あり 

応募資格 明るく接客業の好きな方 

応募方法 まずはお気軽にお電話ください 

連絡先 ＴＥＬ：048-771-2972 担当：本店 中川 

 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 杵屋（1 階） 

職種 キッチン、ホール 

仕事内容 キッチン 調理全般 

ホール 接客全般・レジ 

雇用形態 パート・アルバイト 

勤務時間 9：00～15：00 16：00～21：00  

の間で 3～5時間 

給与 時給 950円 

待遇 交通費支給（規定内）、制服貸与 

応募資格 16歳～ 土日どちらかでも勤務可能な方 

応募方法 下記にご連絡ください 

連絡先 ＴＥＬ：048-787-6505 担当：店長 

 

 

 

 



 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 （株）東部警備サポート 

職種 「おけがわマイン」店内清掃 

雇用形態 パートナー（保険加入可）＊応相談 

勤務時間 ① 7：30～12：00（4H）    週 4～5 勤務 

② 7：30～13：00（5H）      ＊休憩 30分を含む 

③ 12：00～17：30（5H） 

給与 時間給 950円     試雇期間 930円 

土日祝日 1000 円        981 円 

待遇 交通費全額支給＆賞与年 2回あり 

応募資格 土日祝日勤務可能な方   男女トイレ清掃あり 

応募方法 下記連絡先にご応募ください。（平日 9：00～18：00） 

連絡先 TEL：0120-81-2574 担当：清掃係（佐原） 

 

 

 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 杵屋（1 階） 

職種 キッチン、ホール 

仕事内容 キッチン 調理全般 

ホール 接客全般・レジ 

雇用形態 パート・アルバイト 

勤務時間 9：00～15：00 16：00～21：00  

の間で 3～5時間 

給与 時給 950円 

待遇 交通費支給（規定内）、制服貸与 

応募資格 16歳～ 土日どちらかでも勤務可能な方 

応募方法 下記にご連絡ください 

連絡先 ＴＥＬ：048-787-6505 担当：店長 

 

 



 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 ぎょうざの満州（１階） 

職種 飲食店 

仕事内容 接客・調理 

雇用形態 パート・アルバイト 

勤務時間 10：00～21：15（１日３時間～OK） 

給与 時給 980 円～ 

（研修時給 930～950円） 

待遇 昇給あり・まかない付き 

応募資格 高校生以上 

応募方法 電話または直接店舗にて 

連絡先 TEL：048-871-5150 担当：片山・石田 

 

 

 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 マクドナルド（１階） 

職種 ハンバーガーの製造・販売 

仕事内容 レジ・接客・調理 

雇用形態 パート・アルバイト 

勤務時間 平日 17：00～24：00 

土日祝 6：00～24：00  ２時間～OK 

給与 高校生 930円以上 

一般 940円以上 

待遇 22：00以降 1175円以上 

食事補助あり 

応募方法 電話・直接店舗来店 

またはマクドナルドホームページより応募 

連絡先 ＴＥＬ：048-787-4326 担当：和田山 

 

 

 



おけがわマインスタッフ募集  

店名 イレブンカット（１階） 

職種 美容室 

仕事内容 美容業務全般 

雇用形態 正社員 

勤務時間 9：00～20：00 

給与 スタイリスト 26万円～ 

待遇 社会保険・交通費全額支給・賞与あり 

月８回休み・夏休み・冬休み・昇給年１回 

応募資格 要美容師免許 

応募方法 下記にお電話ください 

連絡先 TEL：048-787-9525 担当：採用担当まで 

 

 

 

おけがわマインスタッフ募集  

店名 サイゼリヤ（１階） 

職種 フロア・キッチン 

仕事内容 接客・調理 

雇用形態 パート・アルバイト 

勤務時間 10：00～22：00 

給与 時給 954 円スタート 

待遇 交通費支給・有給制度 

応募資格 高校１年生～ 

応募方法 店舗へお電話ください 

連絡先 ＴＥＬ：048-789-0035 担当：櫻井 

 

 


