
求人ＩＤ 業種 職種 雇用形態 給与 就業時間 最寄駅 その他備考

New!
8280

専門的・技術的
職業

コンピュータシステ
ム設計・構築技術
者

正社員
月給169,000円～
333,760円

9:00～17:30(休60分) 各線品川駅　徒歩10分
試用期間3ヶ月(最初の1ヶ月間は時
給(1,020円)での支給)/時間外あり(月
平均10時間程度)

New!
8279

専門的・技術的
職業

コンピュータシステ
ム運用技術者

正社員
月給169,000円～
333,760円

9:00～17:30(休60分) 各線品川駅　徒歩10分
試用期間3ヶ月(最初の1ヶ月間は時
給(1,020円)での支給)/時間外あり(月
平均10時間程度)

New!
8258

専門的・技術的
職業

保育士 パート 時給1,300円
①7:30～9:30
②14:00～18:15(休0分)

東急大井町線尾山台駅　徒
歩15分 各線自由が丘駅自02
等々力七丁目バス停　徒歩3
分

試用期間3ヶ月/時間外なし/週5日勤
務/就業時間は応相談
①・②各1名の採用

New!
8284

専門的・技術的
職業

サポートデスク 正社員
月給200,000円～
300,000円

9:00～18:00(休60分) 各線渋谷駅　徒歩7分
試用期間3ヶ月/時間外あり(月平均5
ｈ程度)

New!
8283

専門的・技術的
職業

システムエンジニア 正社員
月給200,000円～
300,000円

9:00～18:00(休60分) 各線渋谷駅　徒歩7分
試用期間3ヶ月/時間外あり(月平均5
ｈ程度)

New!
8237

専門的・技術的
職業

サービス提供責任
者/祖師ヶ谷大蔵

正社員
月給230,000円～
310,000円

9:00～18:00(休60分)
小田急小田原線祖師谷大蔵
駅　徒歩3分 小田急小田原線
梅ヶ丘駅　徒歩1分

試用期間6か月/時間外あり、月平均
10ｈ

8278
輸送・機械運転
の職業

福祉送迎バス内サ
ポートスタッフ（福祉
バス添乗員）

契約社員 時給1,000円
7:30～17:00(休120分)/7:30～
18:00(休120分)/7:00～18:00
の間の4時間以上

西武新宿線上石神井駅　徒
歩6分

就業時間は一例です。配属先によ
り、就労日数、就労時間、出勤時間、
退社時間、運行時間等様々なパター
ンがあります。ご相談ください。

8277
輸送・機械運転
の職業

福祉車両乗務員 契約社員 時給1,100円
7:00～16:30　ただし、配属先
により異なります。

西武新宿線上石神井駅　徒
歩6分

配属先により、出勤時間、退社時間、
運転時間等は異なります。

8276
輸送・機械運転
の職業

タクシー乗務員＜未
経験者歓迎＞

正社員
固定給＋歩合給　モデ
ル給与300,000円～
400,000円

1勤務あたり18.5～21時間(隔
日勤務)　　一月平均11回勤務

西武新宿線井萩駅　徒歩8分

試用期間6ヵ月(試用期間中は契約社
員)/[就業時間:18.5時間]－[休憩時
間:3時間]－[点呼時間:1時間]＝[ハン
ドル(運行)時間:14.5時間](隔日勤務)

8260 販売の職業
企画営業(和紙製
品)

正社員
年棒　2,760,000円～
3,600,000円

9:00～18：00(休60分)

東急大井町線等々力駅　徒
歩12分 東急田園都市線二子
玉川駅東急バス野毛二丁目
バス停　徒歩5分

試用期間3か月/年棒に10時間
（17,100円）/月×12か月分(205,200
円～)の残業手当が含まれています。
10時間超過分は別途支給　適性に応
じて固定時間の変動は入社時にご相
談となります。

8271
専門的・技術的
職業

介護支援専門員 パート
時給　1,070円　～
1,200円

①8:30～17:00
②9:00～17:30
③8:30～17:30の間6時間　(各
休50分)

東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩7分 各線三軒茶屋東急
バス渋05駒沢中学校バス停
徒歩5分

試用期間3ヶ月/勤務時間・出勤日数
はご相談に応じます。
時間外無

8259
輸送・機械運転
の職業

ドライバー 正社員
月額　179,000円～
193,000円

平日　9:00～18:00(休憩60分)
京王井の頭線新代田駅　徒
歩6分 各線下北沢駅　徒歩12
分

試用期間3ヵ月/時間外有り平均5時
間/月

8261 販売の職業
企画営業(ハラール
食品)

正社員
年棒　2,760,000円～
3,600,000円

9:00～18:00(休60分)

東急大井町線等々力駅　徒
歩12分 東急田園都市線二子
玉川駅東急バス野毛二丁目
バス停　徒歩5分

試用期間3か月/年棒に10時間
（17,100円）/月×12か月分(205,200
円～)の残業手当が含まれています。
10時間超過分は別途支給　適性に応
じて固定時間の変動は入社時にご相
談となります。

8256
専門的・技術的
職業

電気工事士 正社員
月給240,000円～
412,000円(各種手当含
む)

①8:30～17:30(月～金)
②8:45～15:00(第1、3土曜の
み)

東急田園都市線桜新町駅7分
試用期間3カ月/就業時間内休憩(月
～金曜90分、土曜75分)/時間外手当
別途支給

　　　　三茶おしごとカフェ　その他のおしごと情報一覧　（令和元年09月17日更新）
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8255
建設・採掘の職
業

電気工事の積算業
務

正社員
月給255,000円～
380,000円(各種手当含
む)

①8:30～17:30(月～金)
②8:45～15:00(第1、3土曜の
み)

東急田園都市線桜新町駅7分
試用期間3カ月/就業時間内休憩(月
～金曜90分、土曜75分)/時間外手当
別途支給

8254
専門的・技術的
職業

電気工事施工管理
(現場代理人)

正社員
月給350,000円～
500,000円(各種手当含
む)

①8:30～17:30(月～金)
②8:45～15:00(第1、3土曜の
み)

東急田園都市線桜新町駅
徒歩7分

試用期間3カ月/就業時間内休憩(月
～金曜90分、土曜75分)/時間外手当
別途支給

8249
専門的・技術的
職業

看護職【6/28説明
会＆面接会】

正社員
月給285,000円～
305,000円

①8:00～17:00
②10:00～20:00
③9:00～18:00

東急田園都市線桜新町駅
徒歩９分　 東急世田谷線上
町駅　徒歩９分

試用期間３ヶ月/給与は基本給＋定
期的に支払われる手当/休憩60分/
時間外あり(月平均5時間程度)
※②は休憩120分

8247
専門的・技術的
職業

管理栄養士【6/28
説明会＆面接会】

正社員
月給200,000円～
320,000円

①8:30～17:30
②8:00～17:00
③9:00～18:00(休憩60分)

東急田園都市線桜新町駅
徒歩９分　 東急世田谷線上
町駅　徒歩９分

試用期間３ヶ月/給与は基本給＋定
期的に支払われる手当/時間外あり
(月平均5時間程度)※①～③は勤務
例。時間は応相談

8245
専門的・技術的
職業

介護職 正社員
月給222,000～325,000
円

①8:30～17:30
②7:00～16:00
③13:00～22:00

東急田園都市線　桜新町駅
徒歩９分　 東急世田谷線上
町駅　徒歩９分

試用期間３ヶ月/給与は基本給＋定
期的に支払われる手当/休憩60分/
時間外あり(月平均5時間程度) 
変形(1ヶ月単位)/夜勤は月4回程度
あり/④21:45～7:15(休憩90分)

8243
専門的・技術的
職業

レゴスクールのイン
ストラクター

パート
1コマ(1講座)1,800円～
2,700円　(生徒数、経
験年数による)

担当コマによる　平日14:00～
19:00頃まで　土曜日8:00～
19:00頃まで

各線自由が丘駅　徒歩6分
東急大井町線九品仏駅　徒
歩3分

試用期間約3ヵ月(時給985円)/シフト
制/1コマ約1時間/週2日～4日程度/
土曜日必須
試用期間中は、午前中の勤務が多く
なります

8214 販売の職業 営業スタッフ アルバイト 時給1,750円 9:00～１７:00(休憩60分)

京王線千歳烏山駅　徒歩15
分/小田急バス「榎」下車　徒
歩2分 京王線千歳烏山駅下
車　徒歩12分/小田急バス「と
きわ橋」下車　徒歩3分

試用期間3カ月/実働7時間/シフト制
/土日を基本に週2日～4日
※月～金の祝日は出勤

8205
専門的・技術的
職業

保育士 パート 時給1,250～1,400円
①7:30～12:00
②14:00～18:30

京王線芦花公園駅　徒歩3分
試用期間3ヶ月/①早番②遅番勤務
時間は応相談
時間外無

8233 保安の職業
警備員/杉並区（請
負）

正社員以外
月給186,180円～
207,580円

10:00～18:00（休60分）
京王井の頭線高井戸駅　徒
歩3分

試用期間3カ月/時間外あり（月平均
10ｈ）早上がりの場合でも、日給保
障。仕事場へは直行直帰となります。 
※日給8,700円～9,700円　※賃金は
日払い、週払いの制度あり。

8232 保安の職業
警備員/つつじが丘
（請負）

正社員以外
月給186,180円～
207,580円

10:00～18:00（休60分） 京王駅つつじヶ丘駅　徒歩1分

試用期間3カ月/時間外あり（月平均
10ｈ）早上がりの場合でも、日給保
障。仕事場へは直行直帰となります。 
※日給8,700円～9,700円　※賃金は
日払い、週払いの制度あり。

8220
専門的・技術的
職業

保育サポート パート 時給985円～
①8:00～10:00
②15:00～18:00

各線下北沢駅　徒歩2分 小田
急線千歳船橋駅　徒歩2分

試用期間3ヶ月（期間短縮の場合あ
り）/シフト制/1日からでも可/時間応
相談

8208 販売の職業 ルート営業 正社員
月給205,000円～
260,000円

8:30～17:30(休憩60分)
小田急バス　「上祖師谷4丁
目」下車　徒歩2分 京王線仙
川駅　徒歩16分

試用期間3ヶ月/時間外あり(月平均
15h程度)
※営業手当(一律40,000円)別途支給

8206 販売の職業 バイヤー 正社員
月給230,000円～
280,000円

9：30～18:30(休60分)
東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩10分 東急田園都市線桜
新町駅　徒歩11分

試用期間6ヶ月/時間外なし

8201 保安の職業
セキュリティスタッフ
(警備)

パート 時給1,000円

①16:00～22:00
②8:00～22:00
③7:00～22:00
④10:00～16:00（土日祝）

下高井戸、東松原、世田谷代
田、新代田、下北沢、東北
沢、梅ヶ丘、池ノ上、世田谷代
田、 若林、経堂、桜上水、笹
塚、代田橋、東北沢、梅ヶ丘

平日休憩60分　土・日・祝  休憩120
分　　※変形（1ヶ月単位） 
※勤務日数は相談に応じます。
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8200 生産工程の職業
ＤＴＰオペレーター
（印刷物のレイアウ
ト作業）

正社員 月給200,000円～ 9:00～18;00(休90分）

東急大井町線等々力駅　徒
歩15分 東急田園都市線駒沢
大学駅　徒歩17分、各線自由
が丘駅　徒歩20分

試用期間3ヶ月(月給180,000円)/時間
外要相談

8148
専門的・技術的
職業

看護士 パート 時給1,600円～1,810円 9:00～16:10(休憩60分)
東急大井町線等々力駅　徒
歩7分　 東急大井町線尾山台
駅　徒歩7分

試用期間2か月/週1回～OK

8147
専門的・技術的
職業

看護士 パート 時給1,600円～1,810円 9:00～16:10(休憩60分)
小田急小田原線豪徳寺駅
徒歩5分　 東急世田谷線山下
駅　徒歩5分

試用期間2か月/週1回～OK

8146
専門的・技術的
職業

看護士 パート 時給1,600円～1,810円 9:00～16:10(休憩60分)
東急世田谷線上町駅　徒歩
10分　　 東急バス「農大一高
前」下車　徒歩2分

試用期間2か月/週1回～OK

8145
専門的・技術的
職業

看護士 パート 時給1,600円～1,810円 9:00～16:10(休憩60分) 各線三軒茶屋駅　徒歩10分 試用期間2か月/週1回～OK

8144
専門的・技術的
職業

アクティ等々力　生
活相談員

正社員
月給230,000円～
330,000円

8:30～17:30(休憩60分)
東急大井町線等々力駅　徒
歩7分 東急大井町線尾山台
駅　徒歩7分

試用期間2か月/※時間外あり(平均
30時間程度/月)

8143
専門的・技術的
職業

ひばり豪徳寺　生活
相談員

正社員
月給230,000円～
330,000円

8:30～17:30(休憩60分)
小田急小田原線豪徳寺駅
徒歩5分　 東急世田谷線山下
駅　徒歩5分

試用期間2か月/※時間外あり(平均
30時間程度/月)

8142
専門的・技術的
職業

ひばり馬事公苑　生
活相談員

正社員
月給230,000円～
330,000円

8:30～17:30(休憩60分)
東急世田谷線上町駅　徒歩
10分　　 東急バス「農大一高
前」下車　徒歩2分

試用期間2か月/※時間外あり(平均
30時間程度/月)

8141
専門的・技術的
職業

ひばり三軒茶屋　生
活相談員

正社員
月給230,000円～
330,000円

8:30～17:30(休憩60分) 各線三軒茶屋駅　徒歩10分
試用期間2か月/※時間外あり(平均
30時間程度/月)

8140
専門的・技術的
職業

保育士 パート
時給1,200円　～　時給
1,500円

15:15～20:15 各線線三軒茶屋駅10分
試用期間３カ月/15:15～20:15　週3回
～(始業時間のご相談可)

8176
専門的・技術的
職業

総合職【ゲームプロ
グラマ／エンジニ
ア】

正社員
月給217,182円から
441,000円

9:00〜18:00(休60分)
東急田園都市線池尻大橋駅
徒歩10分

試用期間3ヶ月間(※固定残業代な
し)/【固定残業代制】月給217,182円
の場合(固定残業代51,702円含む)※
固定残業代は42時間分51,702 
円、時間超過分は追加支給　【年収
例】年収例 3,948,480円(30歳・実績
値)

8169 販売の職業
美容部員（フェイ
シャルエステ）/世田
谷区

正社員
月給180,000円～
270,000円

①11:00～18:00(休60分)
②13:00～19:00（休0分）

東急世田谷線若林駅　徒歩3
分

試用期間3ヶ月/①、②の時間は入店
先に準じます。 
時間外/月平均2時間

8166 販売の職業 和菓子販売スタッフ 契約社員 時給1,050円～1,070円
①9:00-18:00
②12:30～20:30　/　休60分

各線　二子玉川駅　徒歩3分
本館地下1階

試用期間1ヶ月(時給1,000円～1,020
円)/①②シフト制

8158
専門的・技術的
職業

介護スタッフ パート 時給1,070円～1,300円

①7:00-16:00
②9:00-18:00
③11:00-20:00
④16:30-翌9:30

各線三軒茶屋駅よりバス約15
分、東急田園都市線用賀駅よ
りバス約10分 東急田園都市
線桜新町駅よりバス約15分、
東急東横線学芸大学駅よりバ
ス約10分

試用期間3ケ月/勤務日数・時間は応
相談

3 / 5 ページ



求人ＩＤ 業種 職種 雇用形態 給与 就業時間 最寄駅 その他備考

　　　　三茶おしごとカフェ　その他のおしごと情報一覧　（令和元年09月17日更新）

8157
専門的・技術的
職業

介護スタッフ 正社員
月給196,000円～
247,500円

①7:00-16:00
②9:00-18:00
③11:00-20:00
④16:30-翌9:30のシフト制

各線三軒茶屋駅よりバス約15
分、東急田園都市線用賀駅よ
りバス約10分 東急田園都市
線桜新町駅よりバス約15分、
東急東横線学芸大学駅よりバ
ス約10分

試用期間3ケ月

8156
専門的・技術的
職業

介護スタッフ パート 時給1,070円～1,300円

①7:00-16:00
②9:00-18:00
③11:00-20:00
④16:30-翌9:30

東急東横線田園調布駅よりバ
ス17分 各線蒲田駅よりバス
17分

試用期間3ケ月/勤務日数・時間は応
相談

8155
専門的・技術的
職業

介護スタッフ 正社員
月給196,000円～
247,500円

①7:00-16:00
②9:00-18:00
③11:00-20:00
④16:30-翌9:30のシフト制

東急東横線田園調布駅よりバ
ス17分 各線蒲田駅よりバス
17分

試用期間3ケ月

8131 保安の職業
警備員/渋谷区（請
負）

正社員以外
月給181,900円～
214,000円

①9:00～18:00
②22:00～翌7:00（休60分）

東急東横線代官山駅　徒歩5
分

試用期間3カ月/時間外あり（月平均
10ｈ）早上がりの場合でも、日給保
障。仕事場へは直行直帰となります。 
※日給8,500円～10,000円　※賃金は
日払い、週払いの制度あり。

8129 販売の職業
スーパーのレジ業
務・商品補充（ナイト
業務）

パート 時給1,100円
①21:00～翌7:00
②21:00～翌8:00
※週3～4日から応相談

各線高田馬場駅　徒歩6分

試用期間1ヶ月(時給1,000円)/例）深
夜2ｈ休憩　＠1,100×3ｈ=3,300円　＠
1,375×5ｈ＝6,875円　 
1勤務10,175円×20日=203,500円

8128 販売の職業
スーパーのレジ業
務・商品補充（ナイト
業務）

パート 時給1,100円
①21:00～翌7:00
②21:00～翌8:00
※週3～4日から応相談

小田急小田原線梅ヶ丘駅　徒
歩1分

試用期間1ヶ月(時給1,000円)/例）深
夜2ｈ休憩　＠1,100×3ｈ=3,300円　＠
1,375×5ｈ=6,875円　1勤務10,175円
×20日=203,500円

8121
専門的・技術的
職業

栄養士 契約社員 月給200,000円
①8:00～17:00
②10:00～19:00(休憩60分)

各線二子玉川駅　徒歩7分(併
設教習所のスクールバスも利
用可能です)

試用期間3ヶ月/実働8ｈ/変形(1ヵ月
単位)/時間外あり(月平均3ｈ程度)

8120
専門的・技術的
職業

保育補助 パート
時給1,000円(保育士有
資格者　時給1,200円)

①7:15～21:45
②7:15～8:30
③18:30～21:45

各線二子玉川駅　徒歩7分
(併設教習所のスクールバス
も利用可能です)

試用期間3ヶ月/開園時間内で、勤務
希望曜日・時間をシフト制で勤務
※②③時給1,300円(保育士有資格者
時給1,400円)

8119
専門的・技術的
職業

保育士 正社員 月給220,000円
①7:15～21:45(平日)
②7:00～20:00(土)

各線二子玉川駅　徒歩7分(併
設教習所のスクールバスも利
用可能です)

休憩60分/実働8ｈ/変形(1ヵ月単位)/
クラス担当手当10,000円(担当受け持
ち後支給)
時間外あり　月平均3ｈ程度(残業にな
らないように書類作成日を設定してい
ます)

8125
専門的・技術的
職業

製作スタッフ・デザ
イン管理・制御管理

正社員 月給210,000円～ 9:00～17:30(休60分）
京王線代田橋駅　徒歩5分 京
王井の頭線新代田駅　徒歩7
分

試用期間3ヶ月/時間外あり（製作案
件に準ずる）

8089
輸送・機械運転
の職業

教習指導員(総合
職)

契約社員
時給1,367円(資格取得
後)　※資格取得前　時
給1,100円

①9:35～21:35(平日)
②9:35～20:35(土曜)
③9:35～18:35(日祝)

各線二子玉川駅　徒歩7分
※送迎バスあり 小田急バス
「砧南中学校前」下車　徒歩
10分　※送迎バスあり

試用期間3ヶ月/※資格取得前 9:30
～18:30(実働8時間)/取得後は1ヶ月
ごとのスケジュールを作成・提出。上
記時間の内1日5時間以上、月130時
間以上で自己申告/休憩：昼食時50
分、夕方10分

8123 保安の職業
警備員/世田谷区
（請負）

正社員以外
月給186,180円～
207,580円

10:00～18:00(休60分）
小田急小田原線祖師ヶ谷大
蔵駅　徒歩3分

試用期間3カ月/時間外あり（月平均5
ｈ）早上がりの場合でも、日給保障。
仕事場へは直行直帰となります。 
※日給8,700円～9,700円　※賃金は
日払い、週払いの制度あり。

8117 販売の職業 営業職 正社員
月給230,000円～
350,000円

9:00～17:30（休60分）
京王線代田橋駅　徒歩5分 京
王井の頭線新代田駅　徒歩7
分

試用期間3ヶ月/◆月に1～2回程度、
土曜日出勤あり　※繁忙期のみ残業
あり(月20ｈ程度)

8111 保安の職業
警備員/世田谷区
（請負）

正社員以外
月給186,180円～
207,580円

①9:00～17:00（休60分）
②10:00～18:00(休60分）

東急世田谷線松原駅　徒歩1
分

試用期間3カ月/時間外あり（月平均
10ｈ）早上がりの場合でも、日給保
障。仕事場へは直行直帰となります。 
※日給8,700円～9,700円　※賃金は
日払い、週払いの制度あり。
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8110 保安の職業
警備員/世田谷区
（請負）

正社員以外
月給186,180円～
207,580円

10:00～18:00(休60分）
東急世田谷線上町駅　徒歩1
分

試用期間3カ月/時間外あり（月平均
10ｈ)早上がりの場合でも、日給保
障。仕事場へは直行直帰となります。 
※日給8,700円～9,700円　※賃金は
日払い、週払いの制度あり。

8109 保安の職業
警備員/大田区（請
負）

正社員以外
月給186,180円～
207,580円

①9:00～17:00
②10:00～18:00（休60分）

東急池上線御嶽山駅　徒歩1
分

試用期間3カ月/時間外あり（月平均
10ｈ）早上がりの場合でも、日給保
障。仕事場へは直行直帰となります。 
※日給8,700円～9,700円　※賃金は
日払い、週払いの制度あり。

8108
専門的・技術的
職業

フラワーディレク
ター助手

アルバイト 時給1,100円 9:00～18:00(休60分)
東急田園都市線桜新町駅
徒歩3分

週3日以上もしくは週5日勤務/勤務
日・勤務時間等応相談
※研修期間2ヶ月あり

8088 保安の職業
警備員/世田谷区、
新宿区　【60歳70歳
以上歓迎】

正社員
日給9,200円～11,700
円●月給、週給、日給
より選択可(変更も可）

9:00～18:00

京王線桜上水駅下車　徒歩3
分 各線新宿駅　徒歩7分　/
東京メトロ大江戸線都庁前駅
徒歩1分

試用期間一ヶ月(同条件)/週3～5日
程度●現場は多数ありますので、お
住まいやご希望に応じて配置します。
休憩もこまめに摂りますので長時間
立ちっぱなしになることはありませ
ん。

8087 保安の職業
園児の登下校見守
り係

契約社員 時給1,750円
①7：30～9：30
②16：30～18：30
両方勤務できる方

京王線　芦花公園駅
試用期間2ヶ月程度/1～3日／週程
度からの勤務相談可　 
制服あり（園内での更衣室利用可）

8080
専門的・技術的
職業

一般作業員 正社員
月給200,000円～
300,000円

8:30～17:30(休憩60分)
東急田園都市線三軒茶屋駅
徒歩8分

試用期間3ヶ月/※時間外あり　月20
時間程度
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