
職種 仕事内容
事業所
番号

所在地 経験 運搬 工賃 備考

縫製
洋裁等

リボン加工 9 若林 必須 内職者 1個13円
65歳までの女性の方、若林在住の方。
細かい縫い物や作業を手早く手縫いで、クオリティ高く
仕上げる方。長期継続的におしごとの出来る方。他条件有り。

紳士、婦人服の
サンプル縫製

18 用賀 要 事業所
ブラウス・スカート 1着5,000円
ジャケット・ワンピース
1着10,000円

（要)ミシン（工業用・職業用）、ロックミシン。

バック・服飾小物への
オーダー刺繍

22-① 上馬 要
内職者
事業所

刺繍　30円～
ステッチ型紙をもとに、指示書通りに刺繍していただきます。
洋裁等、ある程度の刺繍の経験のある方希望。
刺繍の内容は随時異なります。

子供服・バッグの縫製 22-② 上馬 要
内職者
事業所

バッグ 1枚300円～
ブラウス、スカート 1枚1,000円～
ワンピース 1名2,000円～

ブラウス、スカート、ワンピースなどの子供服やバッグを縫うお仕
事です。家庭用ミシンとロックミシンをお持ちの方で、経験者希望
です。糸は内職者負担（但し、珍しい色の糸は事業所から支給し
ます）、ボタンやファスナーは事業所負担で支給します。

ベビー用ヘアアクセサリーの
パーツ編み

75-⑥ 代官山 要 事業所 1個100円～250円

ベビー用クリップモチーフ編み。
指示書（編み図）通りにカギ編みのパーツを編んでいただきま
す。カギ編み・レース編み経験の有る方希望。
材料のお届け、製品の納品は事業所負担です。
事業所にて約半日程度の研修をしていただくか、指示書通りに
編んで頂いた製品を提出していただき、採用の基準とさせて頂き
ます。

婦人服の縫製 100 西小山 要 事業所
ワンピース　1着2,000～10,000円
スカート　　　1着1,000～2,000円
ブラウス　　　1着1,500～2,000円

カットされた布（洋服地、着物地）を指示書通りに縫っていただき
ます。納期を守って丁寧に仕上げることができる方。
職業用または工業用ミシンまたはロックミシンをお持ちの方。
服飾の専門学校（2年制以上）を卒業した実務経験のある方。
60歳以上の高齢者は10年以上の実務経験のある方。
事業所にて研修をしていただきます。

婦人服の縫製 128 下北沢 不要 内職者

エプロン　1着500円
ワンピース 1着2,000～10,000円
スカート　　 1着1,000円
ブラウス　　1着1,400円

フリルなどの装飾がある若い女性向けの洋服を製作するお仕事
です。やる気があり一つのお仕事が終わったら次のお仕事に取
り掛かるような積極的な方を希望しています。
未経験者可、研修あり。男女問いません。商品に臭いがつくため
喫煙者不可。納期を厳守できる方、製作完了などの連絡をこま
めにできる方希望です。

ペット用キャリーバッグ
(裁断した生地の
 一部組み立て)

129 渋谷区 要 内職者
ペット用キャリーバッグ
　　　　　　1個　850円～3,500円

ペット用キャリーバッグの裁断した生地の一部組み立て
（完成までの途中段階までです。）職業用又は工業用ミシン
またはロックミシンをお持ちの方。（家庭用でも厚地を
縫えれば可）縫製学校を出た縫製技術のある方、
又は縫製の経験のある方が希望です。

布製
オリジナルケースの縫製

133 奥沢 要
事業所
内職者

服飾小物の縫製
1個　500円

ミシン(工業用・職業用)、ボタンホールをお持ちの方。
器用な方で縫製の経験ある方希望です。初回1個作成後、
お仕事開始。生地の裁断から完成までお願いします。
ペットを飼っている方、喫煙者がいる方は不可。
作業場所の清掃を徹底できる方。納期を厳守できる方。
近隣の方希望です。

襟付きのカットソーワンピー
ス・ポンチ素材のボトムの縫
製

135
-①

桜丘 要
事業所
内職者

襟付きのカットソーワンピース：
1着　2,000円～2,500円
ポンチ素材のボトム：1着　700円

2本針ミシン、カットソー用ミシンをお持ちで子供服縫製実務経験
の有る方、コンスタントにお仕事できる方、長く続けて頂ける方希
望です。材料とパターンは支給します。カットソーワンピースにバ
リオン刺繍を行えるようでしたら別途工賃をお支払いたします。
まずはサンプル作製からお願いします。

ウール素材ワンピース・
ジャンパースカートの縫製
（身頃裏地付き）

135
-②

桜丘 要
事業所
内職者

ウール素材ワンピース・
ジャンパースカート（身頃裏地付
き）：1着　5,000円

ウール素材ワンピース、ジャンパースカート（身頃裏地付き）、
キュロットが縫える方。子供服縫製実務経験ある方。
ワンピースとジャンパースカート前身頃にピンタックやステッチ加
工のデザインを入れたものが多いので、それらの加工が得意な
方。材料とパターンは支給します。
まずはサンプル作製からお願いします。

レッスンバッグ・シューズケー
ス・ショルダーバッグ・学校準
備品の縫製

135
-③

桜丘 要
事業所
内職者

レッスンバッグ・シューズケース
1個600円
ショルダーバッグ1個2,000円～6,000円
学校準備品1個200円～800円

レッスンバッグ、ショルダーバッグ、シューズケース、ティッシュ
ケース、その他幼稚園や小学校等で使用する準備品（お弁当
バッグ・ランチョンマット・はさみケース等）などを指示通り布地の
カット、縫製していただきます。縫製生地はカツラギやツイル。
工業用・職業用ミシンをお持ちの方希望です。実務経験3年以上
有る方優遇。まずはサンプル作製からお願いします。

ミシン刺繍
135
-④

桜丘 要
事業所
内職者

刺繍　1点150円～200円

ワンポイント刺繍でミシンに刺繍型を既にお持ちの方、もしくは、
こちらの希望の型を入力して刺繍できる方。型入力代は別途お
支払します。刺繍を入れるアイテムは、タオル、ハンカチ、ティッ
シュケースなど。子どもの好きな電車、くるま、飛行機、花、動物
などの2～3センチほどのワンポイント刺繍を希望しています。
初心者の方でもお気軽にご応募ください。ひらがな刺繍、袋物縫
製もできるようでしたら同時に募集します。

　　　　内職おしごと一覧　　     　　（令和元年９月１日現在）



職種 仕事内容
事業所
番号

所在地 経験 運搬 工賃 備考

縫製
洋裁等

バリオン刺繍
135
-⑤

桜丘 要
事業所
内職者

薔薇やリボン　1個50円

バリオン刺繍が得意な方、自分で刺繍デザインをご提案できる
方。バリオン刺繍以外にスモッキング刺繍など刺繍全般を得意と
している方。デザイン提案できなくても指示の通り刺繍が行えれ
ば大丈夫です。コンスタントにお仕事できる方、長く続けて頂ける
方希望です。まずはサンプル作製からお願いします。

製品
加工

インテリア小物の色塗り
インテリア小物の縫製

25-② 代沢 不要 内職者

色塗り　1個10円～
接着＆組み立て　1個37円～
簡単なカット、袋入れ　1個3円～
縫い物（小物）　1個25円～

インテリア小物の色塗りや縫製のおしごとです。
細かい作業が丁寧にできる方、目が良い方を希望します。
自転車や車で運搬ができる、お近くの方を希望します。
縫い物はミシンのある方希望です。工賃は作製内容によります。

袋詰め 109 上用賀 不要 事業所 スティック袋詰め1袋3円
衛生用品の袋詰めです。作業スペースの清掃を徹底できる方。
室内で動物を飼っていない方。40歳までの女性の方

アクセサリー組み立て 114
新潟県
新潟市

要
事業所
内職者

アクセサリー組み立て
１作業1円

ペンチを使った簡単なＴピン丸め、マルカン留め等の
作業経験のある方。
やり取りは全て郵送(送料等全て事業所負担)。

アクセサリー製造 125
品川区
小山

不要 事業所
ネックレス・ブレスレット
　50円～

ネックレスやブレスレットを作製するおしごとです。
未経験の方でも興味があれば応募できます（研修あり）。
工賃は作製内容によります。

刀剣用打粉の製作 131
目黒区
緑が丘

不要 事業所
　1個70円～（赤）
  1個80円～（白）

刀剣用の打粉の製作です。
手順書がありますので、未経験の方でも応募できます。
手先が器用な方を希望します。

アクセサリー製作 136 恵比寿 要 内職者 　１セット30円

アプリを通して注文が入ったデザインの材料で、デザイン画を元
に一点一点組み立てていただくお仕事です。オーダー毎のお仕
事のため、アクセサリーが好きで自分の技術を磨きたい方向き
です。経験者（趣味でも可）。材料運搬のため近隣の方。
材料支給。使い慣れた道具の使用をおすすめしますが、お持ち
でない場合は貸出し可能です。
研修（2～3日間）あり。研修時交通費支給。

この一覧は毎月月初および変更が生じた際に更新していますが、ご紹介時に内容が変更になる場合があります。
詳細は直接お問合せ下さい。

　三茶おしごとカフェ　三軒茶屋就労支援センター   https://www.setagaya-icl.or.jp/
　　〒154-0004　　東京都世田谷区太子堂2-16-7　世田谷産業プラザ２階
　　TEL：０３（３４１１）６６０４　　ＦＡＸ：０３（３４１１）６６９０


