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詳細条件
1/31更新 40,281 件

フリーワードで検索

しゅふJOBパート > 東京都 > 中央区 > ラフィール株式会社の求⼈詳細

仕事内容

☆★事務スタッフを募集します★☆ 
 
「LAFIEL（ラフィール）」は“comfortable”をキーワードに バッグ、ポーチなど服飾雑貨を通して 
ライフスタイルの充実を提案しております◎ 
 
今回はサポート体制の拡充のため、事務スタッフを3名募集いたします♪ 
 

東京都 | 主婦(夫)の働くを応援︕パート・アルバイトの求⼈情報【しゅふJOBパート】

i他の都道府県 から探す から探す から探す から探す t

ラフィール株式会社

【週3×5h〜・残業ナシ】服飾雑貨メーカーで《事務スタッフ》を募集☆＼経
験＆ブランク不問／柔軟シフトで⼦育てしゅふさん応援◎30代・40代活躍中☆
浅草橋駅チカ

ラフィール株式会社

週3〜5⽇

10:00〜16:00／09:00〜15:00／11:00〜17:00 ／ 
12:00〜18:00／09:00〜18:00

時給1,050〜1,300円

東京都中央区⽇本橋⾺喰町2丁⽬4番3号 TPビル3F

⾺喰横⼭駅 徒歩4分 ／ 浅草橋駅 徒歩5分 ／ ⾺喰町駅 徒歩5分

  

[パート・アルバイト]

NEW  ブランクOK  扶養枠調整歓迎  交通費⽀給  時間や曜⽇が選べる  感染症対策あり
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【具体的な仕事の内容】 
◆販売ソフトへの⼊⼒ 
◆商品の出荷⼿配・返品処理 
◆営業事務のサポート 
◆写真撮影・画像編集 
◆カタログ作成 
◆SNS投稿 
◆事務所全般の管理 
◆電話・来客対応 
◆その他、事務・庶務業務全般 など 
 
WordやExcel、PowerPointの基本的な操作ができれば、事務経験は不問◎ 
具体的には、ファイルへ画像の切り貼りができる程度でOKです♪ 
また、IllustratorやPhotoshopの操作経験がある⽅を歓迎し、 
カタログ作成や画像編集等の業務でも活躍していただきたいと考えております☆ 
 
当社では、30代・40代をメインに⼦育てしゅふさんが活躍中︕ 
2週間ごとに決める柔軟シフトなので、何かとお忙しいしゅふさんも 
プライベートと調整しやすいことが⼤きなメリットになりますね♪ 
お⼦様の学校⾏事などでの出勤調整はチームワークでフォローし合える環境を整えますので 
⼦育てしゅふさんも安⼼してスタートしてください◎ 
 

アピールポイント

☆★週3×5h〜でOK︕⼦育てしゅふさんも働きやすい環境です★☆

平⽇のみ週3〜5⽇、1⽇実働5時間〜でOKなので、家庭と仕事の両⽴もラクラク◎ 
残業は基本的になく、扶養内調整も可能です♪ 
 
シフトは2週間ごとに決定するため、プライベートとの調整がしやすいのも 
嬉しいポイントですよね☆ 
決定後も3⼈体制で稼働していただくため、チームワークでフォローし合える環境を整えます♪ 
⼦育てしゅふさんも安⼼してスタートしてください︕

☆★Excel・Word・PowerPointの基本スキルがあれば経験＆ブランク不問★☆

今回募集する《事務スタッフ》は、即戦⼒として活躍していただきたいので、 
PCでExcelやWord、PowerPointの基本的な操作スキルは必須◎ 
事務経験やブランクは不問なので、あなたのPCスキルを活かせるチャンス︕ 
また、IllustratorやPhotoshopの操作経験がある⽅を歓迎し、仕事の幅を広げて 
活躍していただきたいと考えています☆ 
 
当社東京営業所は、「⾺喰横⼭」「⾺喰町」「浅草橋」各駅からも程近く、 
複数路線利⽤も可能なアクセスで通いやすさも抜群です◎ 
ぜひお気軽にご応募ください☆

主婦(夫)にうれしい条件・環境

主婦(夫)にうれしい条件

https://www.bstylegroup.co.jp/w_intern/
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ブランクOK  扶養枠調整歓迎  交通費⽀給  時間や曜⽇が選べる  家庭や⼦供の⽤事でお休み調整可  9〜16時以内勤務可能

未経験歓迎  残業なし  残業少なめ

主婦(夫)にうれしい環境

40代の多い職場  主婦(夫)が活躍中  産休・育休制度利⽤実績あり  服装⾃由  駅チカ・駅ナカ（徒歩5分以内）  お弁当持参OK

完全禁煙  中⼩アットホーム

新型コロナウイルス感染症対策

定期的な換気  定期的な洗浄・消毒  マスク着⽤徹底

 

募集情報詳細

hお気に⼊り 応募する i

☆★未経験OK︕ブランクは不問︕☆ 
 
【必須】 
◆ExcelやWord、PowerPointの基本的な操作ができる⽅ 
※具体的にはファイルへ画像の切り貼りができる程度でOK 
 
【歓迎】 
◆IllustratorやPhotoshopの使⽤経験がある⽅

服飾雑貨メーカーの事務スタッフ

パート・アルバイト

予定 3名

週3〜5⽇

S  T  U  V  W  X  Y  g
10:00〜16:00／09:00〜15:00／11:00〜17:00 ／ 
12:00〜18:00／09:00〜18:00

⻑期【3ヶ⽉以上】 短期【1週間以上3ヶ⽉未満】 単発【1週間未満】

【勤務時間】 
平⽇のみ週3〜5⽇、9時〜18時の間で実働5時間以上 選べます。 
 
【シフト】 
2週間ごとに決定いたします。 
決定後もお⼦様の学校⾏事などでの出勤調整はチームワークで 
フォローし合える環境です。 
 
【残業】 
基本的にございません。 
 
【服装】 
⾃由です。

禁煙

東京都中央区⽇本橋⾺喰町2丁⽬4番3号 TPビル3F i MAPH

応募資格

ポジション名

雇⽤形態

募集⼈数

週勤務⽇数

勤務可能曜⽇

勤務時間

勤務期間

勤務条件備考

喫煙環境

勤務地
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応募情報

応募フォームよりご応募ください 
写真を貼付した⼿書きの履歴書と、職歴がある⽅は職務経歴書を 
職歴がない⽅は⾃⼰PR書を、当社宛郵送してください 
 ▼▼ 
書類選考 
 ▼▼ 
書類選考通過者に⾯接⽇時のご調整をお願いします 
 ▼▼ 
⾯接 
 ▼▼ 
合否のご連絡を差し上げます 
 
※携帯アドレスをご利⽤の⽅は「@lafiel.co.jp」のドメイン解除をお願いいたします 
※フリーメールをご利⽤の⽅でメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認をお願いいたします

 

i東京都のパート・アルバイト i中央区のパート・アルバイト i⾺喰横⼭駅のパート・アルバイト 
i浅草橋駅のパート・アルバイト i⾺喰町駅のパート・アルバイト i⼀般事務のパート・アルバイト 

eもっと⾒る

会社概要

⾺喰横⼭駅 徒歩4分 ／ 浅草橋駅 徒歩5分 ／ 
⾺喰町駅 徒歩5分 

時給1,050〜1,300円

【給与】 
時給1050円〜1300円 
※試⽤期間は3カ⽉（同条件） 
※雇⽤期間は6カ⽉（原則更新） 
※能⼒に応じて昇給あり 
 
【交通費】 
⽉3万円まで実費で⽀給いたします。 

雇⽤・労災保険完備（勤務時間による条件あり）

最寄り駅

給与・報酬

給与・報酬・交通費・⼿当備考

福利厚⽣

福利厚⽣備考

hお気に⼊り 応募する i

関連パート・アルバイト
...

ラフィール株式会社 
この企業の他の求⼈

東京都中央区⽇本橋⾺喰町2丁⽬4番3号 TPビル3F

ファッション・アパレル

バッグ、ポーチなど服飾雑貨の企画・販売をしております 
LAFIEL（ラフィール）は comfortable をキーワードに ライフスタイルの充実を提案して
います 
 
SPIRIT（LAFIEL:理念） 

会社名

住所

業種

事業内容
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The life is pleasant!⼈⽣楽しく︕︕ 
One for all, All for one ひとりは皆の為に、皆はひとりの為に 
事業活動を通じて創られる繁栄と豊かさを、 LAFIEL（ラフィール）に関わるすべての⼈々と
分かち合い、 
共に成⻑し、社会に貢献していきます。 
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