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New!
10224

輸送・機械運転
の職業

送迎ドライバー【60
歳以上対象】

パート 時給1,110円〜1,310円
①7:30〜10:00
②14:00〜19:30

小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩4分

試用期間1ヶ月(時給1,013円)/2〜5日
/週(応相談)
※勤務時間は左記①または②を選
択/両方勤務できれば尚可　※時給
就業時間①1,310円/②1,110円

New!
10193

輸送・機械運転
の職業

送迎ドライバー パート 時給1,110円〜1,310円
①7:30〜10:00
②14:00〜19:30

小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩4分

試用期間1ヶ月(時給1,013円)/2〜5日
/週(応相談)
※勤務時間は左記①または②を選
択/両方勤務できれば尚可　※時給
就業時間①1,310円/②1,110円

New!
10258

保安の職業
＜請負＞警備員/
大田区・世田谷区・
川崎他

正社員
月給220,000円　(月平
均労働日数21.2日)

①8:00～17:00
②20:00～翌5:00
/①②とも休憩60分

大田区/世田谷区/川崎　他各
現場

試用期間6か月/時間外あり（月平均
5ｈ程度）

New!
10257

保安の職業
＜請負＞警備要員
/大田区・世田谷
区・川崎他

契約社員

月給200,880～233,928
円※日給9,300円～
10,830円　(月平均労働
日数21.6日)

①8:00～17:00
②20:00～翌5:00
/①②とも休憩60分

都内・多摩地域各現場他、多
数現場あり

①②から選ぶことができます。時間外
あり（月平均5ｈ程度）

New!
10246

専門的・技術的
職業

介護スタッフ/特別
養護老人ホーム/祖
師ヶ谷大蔵駅

パート

時給1,280円（基本給
1050円,処遇改善手当
150円,特定処遇改善手
当80円）

①7:15～16:15
②8:30～17:30
③11:00～20:00　（休60分）

小田急小田原線祖師ヶ谷大
蔵駅　徒歩15分

④16：30～9：30（休90分/労働基準法
第61条の18歳未満深夜業禁止） 
出勤曜日・日数・就業時間は相談可
（勤務時間帯の固定も可/夜勤なしも
可）

10229
専門的・技術的
職業

ケアマネジャー 正社員
月給226,100円～
306,100円

9:00～17:30(休憩60分)

小田急線祖師ヶ谷大蔵駅　徒
歩17分 京王線千歳烏山駅か
ら小田急バス・成城学園前駅
行き「塚戸小学校前」下車徒
歩3分

試用期間3ヶ月/実働7.5h/時間外あ
り(月平均10時間)※時間外別途支給

10223 販売の職業 営業補助 パート 時給1,100円
①8:30～17:00(休憩60分)
②8:00～16:30(休憩60分)

東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩15分

週4～5日

10221
専門的・技術的
職業

保育補助 パート
時給1,150円(9～18
時)/時給1,250円(7～9
時・18時以降)

7:00～13:00又は15:00～
19:30(月～土)

東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩9分

試用期間3ヶ月/週2日～5日で応相
談、土曜勤務できる方歓迎

10220
専門的・技術的
職業

保育補助 パート
時給1,150円(9～18
時)/時給1,250円(7～9
時・18時以降)

7:00～13:00又は15:00～
19:30(月～土)

京王線千歳烏山駅　徒歩6分
京王線千歳烏山駅　徒歩6分

試用期間3ヶ月/週2日～5日で応相
談。土曜勤務できる方歓迎

10218
専門的・技術的
職業

介護福祉士(サービ
ス提供責任者)

正社員 230,000円～273,000円 　9:00～18:00(休憩60分)
東急世田谷線松陰神社前駅
徒歩3分

訪問サービスの時間によっては残
業・休日出勤あり。

10217 販売の職業
とんかつ新宿さぼて
ん<デリカテッセン>
の接客・調理

パート 時給1,050円
①9:00～14:00
②17:00～21:45

小田急小田原線祖師ヶ谷大
蔵駅　徒歩2分 小田急小田原
経堂駅　徒歩1分

試用期間3ヶ月(早い方は1カ
月)(1,050円)/・土日勤務できる方歓
迎
・勤務時間はお気軽にお問い合わせ
ください。

10215 販売の職業
とんかつ新宿さぼて
ん<デリカテッセン>
の接客・調理

パート 時給1,100円
9:00～18:00(6時間以上・休憩45
分/8時間以上・休憩60分)

京王井の頭線東松原駅　徒歩
1分

試用期間3ヶ月(早い方は1カ月)(時給
1,050円)/・土日勤務できる方歓迎
・勤務時間はお気軽にお問い合わせ
ください。

10213 保安の職業 交通誘導警備員 契約社員 日給9,800円～ 8:00～17:00(休憩60分)
京王線　下高井戸駅 小田急
線　千歳船橋駅

試用期間2か月/週1日～5日　本人希
望を考慮

10212 販売の職業
既存取引先へのラ
ウンド

パート 時給1,050円〜1,200円 10:00〜17:00(休憩60分)
東急田園都市線桜新町駅　徒
歩8分

試用期間3カ月/時間外:平均　10時
間/月　　　就業時間は5時間/日・就
業日数は4日/週以上ご相談可

　　　　三茶おしごとカフェ　その他のおしごと情報一覧　（令和3年01月12日更新）
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10211 保安の職業
園児の登下校見守
り係【週20hr未満】

契約社員 時給1,750円 16：30～18：30 京王線　芦花公園駅
試用期間2ヶ月程度/1～2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）

10210 保安の職業
園児の登下校見守
り係【60歳以上対
象】

パート 時給1,750円 16：30～18：30 京王線　芦花公園駅
試用期間2ヶ月程度/1～2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）

10209
専門的・技術的
職業

保育士 契約社員
時給制　1,300円～
1,600円

8:30～17:30(休憩60分)勤務時
間は相談可

東急田園都市線駒澤大学駅
徒歩6分 東急バス反・森9111
小田急バス下61各上馬バス
停　徒歩4分

勤務日数・時間・曜日は相談に応じま
す

10208 生産工程の職業
照明機材管理スタッ
フ

正社員

月給225,130円　【基本
給:166,560円　見込残
業58,570円(45時間相
当)】

9:00-18:00(休憩60分)

小田急バス狛11砧浄水場前
バス停　徒歩4分 東急バス玉
05交通安全教育センター入口
バス停　徒歩6分

試用期間３ヶ月/時間外：２０時間/月
平均 
45時間超過した場合は超過した時間
分を別途上乗せ支給

10207
専門的・技術的
職業

保育士【24間体制
の院内保育室】

パート 時給1,200円〜1,450円

①7：30～16：00
②8：30～17：00
③9：30～18：00
⑤8:00～16:30
⑥12:00～20:30(各休憩60分)
④16:00～翌8:30(休憩120分)

各線二子玉川駅東急バス黒
02目黒行等々力7丁目バス停
徒歩1分

試用期間3ヶ月/時間外：平均　3時間
/月　当直手当　7,500円/回（経験加
算有り）　2日/週以上勤務可能　シフ
ト制 
変形労働時間制：１ヶ月単位　※夜勤
は４～５回/月程度です。

10206
専門的・技術的
職業

看護師 パート 時給1,800円 9:30～15:00(休憩60分)
各線二子玉川駅東急バス黒
02目黒行等々力7丁目バス停
徒歩1分

試用期間3ヶ月/週3日～(時間・曜日
等相談可）

10203
専門的・技術的
職業

保育士 正社員
月給202,300円～
221,000円

7:15～18:30（休憩60分）のうち8
時間

小田急小田原線豪徳寺駅　徒
歩2分

試用期間3ヶ月/時間外：無し　変形
労働

10201
輸送・機械運転
の職業

送迎運転手/営繕・
施設管理業務

パート
時給制1,013円(運転時
間中は時給+50円)

8:30～17:30(休憩60分)
東急田園都市線「桜新町」駅
徒歩10分 東急世田谷線「上
町」駅　徒歩9分

試用期間3か月/週2日程度～
【就業時間について】②8:30～12:30
③13:30～17:30　での勤務もご応募
可能です

10199
輸送・機械運転
の職業

送迎運転手/営繕・
施設管理業務【60
歳以上対象】

パート
時給制1,013円(運転時
間中は時給+50円)

8:30～17:30(休憩60分)
東急田園都市線「桜新町」駅
徒歩10分 東急世田谷線「上
町」駅　徒歩9分

試用期間3か月/週2日程度～
【就業時間について】②8:30～12:30
③13:30～17:30　での勤務もご応募
可能です

10196 販売の職業 販売職 パート
時給1,050円～　　※研
修時(30時間)は時給
1,020円

6:30～22:00
東急田園都市線「池尻大橋
駅」　徒歩10分 東急田園都市
線「池尻大橋駅」　徒歩10分

上記就労時間の中で、1日4時間～/
週2～3日勤務～

10195 販売の職業 販売職 正社員
月給200,000円～
300,000円

6:30～22:00(休憩60分)
東急田園都市線「池尻大橋
駅」　徒歩10分 東急田園都市
線「池尻大橋駅」　徒歩10分

試用期間3ヶ月/左記就労時間の中
で、8時間勤務/シフト制/時間外あり
※早番、遅番のシフト制が基本となり
ます。

10189
専門的・技術的
職業

児童デイサービス
職員

正社員 月給232,000円～
①10:30～19:30
②8:30～17:30(休憩60分)

京王井の頭線久我山駅　徒歩
10分

試用期間3か月(時給1,100円～)/①
平日②土・日・祝日　※学校の休日や
季節により就業時間が変動すること
があります
時間外あり(月平均5～10H程度)

10188
専門的・技術的
職業

児童デイサービス
職員

正社員 月給232,000円～
①10:30～19:30
②8:30～17:30(休憩60分)

小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩1分 小田急小田原線千
歳船橋駅　徒歩10分

試用期間3か月(時給1,100円～)/①
平日②土・日・祝日　※学校の休日や
季節により就業時間が変動すること
があります
時間外あり(月平均5～10H程度)

10186
専門的・技術的
職業

児童デイサービス
職員

正社員 月給232,000円～
①10:30～19:30  ②8:30～
17:30(休憩60分)

東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩7分 東急世田谷線若林
駅　徒歩1分

試用期間3か月(時給1,100円～)/①
平日②土・日・祝日　※学校の休日や
季節により就業時間が変動すること
があります
時間外あり(月平均5～10H程度)

2 / 8 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3年01月12日更新）

10184
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

10182
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)

10176 保安の職業 警備員(スーパー) パート
日給9,300円～11,400
円

09:30～17:30(休憩60分)
東急世田谷線松原駅　徒歩1
分

試用期間1カ月/日払い・週払い制度
有り

10173 販売の職業
ハウジングアドバイ
ザー（不動産営業
職）

正社員
月給290,000円～　（経
験に応じて）

9:00～18:00(休憩90分)

東急世田谷線『松陰神社前
駅』又は『世田谷駅』　各徒歩4
分 各線世田谷区役所入口バ
ス停　徒歩1分

試用期間6ヶ月/時間外あり(平均30
時間/月)　月給には見込残業代45時
間相当分（74,000円）を含んでおり45
時間を超過した場合は超過分を別途
支給します。

10170 生産工程の職業 配電盤製造 正社員
月給205,000円〜
260,000円

８:30〜17:30(休憩75分) 各線三軒茶屋駅　徒歩8分
試用期間6カ月(能力によって短縮有
り)(時給制　1,100円～1,400円)/時間
外:平均5時間/月

10169
専門的・技術的
職業

保育士 パート 時給1,200円～1,400円
7:00～20:15の内6～8時間(休憩
60分）

東急世田谷線若林駅　徒歩5
分

試用期間３ヶ月/7:00～13:00勤務可
能な方尚可　勤務時間及び勤務日数
は相談可

10168
専門的・技術的
職業

保育士 正社員
月給228,500～254,000
円(処遇改善手当含む)

7:00～20:15の内8時間(休憩60
分)

東急世田谷線若林駅　徒歩5
分

試用期間３ヶ月/1日8時間ローテー
ションのシフト制　　※土曜勤務は月1
～2回

10163
専門的・技術的
職業

保育士【60歳以上
対象】

パート
時給1,050円　～　1,200
円

①7：00～9：00
②18：15～20:15
③左記時間帯で2時間以上

各線三軒茶屋駅　徒歩5分
試用期間3ヶ月/勤務時間や曜日に
ついてはご相談下さい。

10153 保安の職業
公共パーキング・
メーター等の管理業
務

契約社員 時給1,020円
8:00～17:00 又は 8:30～
17:30(休憩60分)　2021年より変
更予定

各線渋谷駅　徒歩10分 各バ
ス渋谷行『道玄坂上』バス停
徒歩1分

試用期間3カ月/シフト制(希望を5日
迄に提出15日に翌月のシフト表配布)
制服(カッパ)・携帯電話・リックサック
は貸与しますので靴(黒)のみ各自で
ご準備下さい

10152 保安の職業
【60歳以上対象】公
共パーキング・メー
ター等の管理業務

契約社員 時給1,020円
8:00～17:00 又は 8:30～
17:30(休憩60分)　2021年より変
更予定

各線渋谷駅　徒歩10分 各バ
ス渋谷行『道玄坂上』バス停
徒歩1分

試用期間3カ月/シフト制(希望を5日
迄に提出15日に翌月のシフト表配布)
制服(カッパ)・携帯電話・リックサック
は貸与しますので靴(黒)のみ各自で
ご準備下さい

10157
輸送・機械運転
の職業

介護タクシー/ドライ
バー

パート 時給 1,250円 〜

平日①14:00～16:00
②18:00～19:00
休校日③9:00～11:00
④16:00～17:00

京王線千歳烏山駅　徒歩4分
自転車・バイク通勤可

試用期間3カ月/①②③④選択可能
で週2日から勤務可能な方ご応募お
待ちしています。

10147
専門的・技術的
職業

教員助手／調理師
専門学校

正社員以外
月額212,000円〜
294,900円

変形労働制時間制
①8:45〜17:00
②7:45〜16:00
③10:45〜19:00(休憩60分)

各線新宿駅　徒歩5分

試用期間3ヶ月/※時間外　月平均20
時間
※就業時間は、原則①で、オープン
キャンパス開催日や繁忙期等に②ま
たは③になります。

10139
専門的・技術的
職業

システム担当／管
理栄養士・栄養士
専門学校

正社員以外
月額210,000円〜
292,900円

変形労働制時間制
①8:45〜17:00
②7:45〜16:00
③10:45〜19:00(休憩60分)

東急田園都市線池尻大橋駅
徒歩5分

試用期間3ヶ月/※時間外　月平均20
時間
※就業時間は、原則①となります。

10137
専門的・技術的
職業

教員助手／管理栄
養士・栄養士専門
学校

契約社員
月額212,000円〜
294,900円

①8:45〜17:00
②7:45〜16:00
③10:45〜19:00(休憩60分)

東急田園都市線池尻大橋駅
徒歩5分

試用期間3ヶ月/変形労働制時間制
（1ヶ月単位）/時間外　月平均20時間
※就業時間は、原則①で、オープン
キャンパス開催日や繁忙期等に②ま
たは③になります。
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10134 保安の職業
【60歳以上対象】警
備員／世田谷区／
退職金制度有り

パート
日給10,000円～12,200
円(経験者資格者は別
途手当等優遇有り)

8:30～17:30（休憩60分）
小田急小田原線豪徳寺駅　徒
歩5分 京王井の頭線下北沢
駅　徒歩4分

試用期間3ヶ月/週2～5日程度（応相
談） 
【法定研修について】3日間27,260円
支給(経験資格等による時間減免措
置あり)

10133 保安の職業
【60歳以上対象】警
備員／世田谷区／
退職金制度有り

正社員
日給10,000円～14,020
円(経験者資格者は別
途手当等優遇あり)

8:30～17:30（休憩60分）
小田急小田原線豪徳寺駅　徒
歩5分 京王井の頭線下北沢
駅　徒歩4分

試用期間3ヶ月/週2～5日程度（応相
談） 
【法定研修について】3日間27,260円
支給(経験資格等による時間減免措
置あり)

10126 保安の職業
警備員／世田谷区
／退職金制度有り

パート
日給10,000円～12,200
円(経験者資格者は別
途手当等優遇有り)

8:30～17:30（休憩60分）
小田急小田原線豪徳寺駅　徒
歩5分 京王井の頭線下北沢
駅　徒歩4分

試用期間3ヶ月/週2～5日程度（応相
談） 
【法定研修について】3日間27,260円
支給(経験資格等による時間減免措
置あり)

10125 保安の職業
警備員／世田谷区
／退職金制度有り

正社員
日給10,000円～14,020
円(経験者資格者は別
途手当等優遇あり)

8:30～17:30（休憩60分）
小田急小田原線豪徳寺駅　徒
歩5分 京王井の頭線下北沢
駅　徒歩4分

試用期間3ヶ月/週2～5日程度（応相
談） 
【法定研修について】3日間27,260円
支給(経験資格等による時間減免措
置あり)

10131
輸送・機械運転
の職業

送迎運転手 パート 時給1,080円

①8:30～11:30
②15:30～18:30の内各2時間ず
つ計4時間　状況により異なる
場合が有ります。

東急田園都市線用賀駅　徒歩
5分 東急バス各線『用賀一丁
目』バス停　徒歩4分

試用期間3か月/勤務日数や勤務時
間(①と②選択可)はご相談に応じま
す。※状況により異なる場合あり

10130
専門的・技術的
職業

生活支援スタッフ パート 時給1,020円
7:00～20:00の内3～8時間(休憩
は法定通り)

京王線千歳烏山駅　徒歩5分
京王バス歳23千歳船橋行『粕
谷町』バス停　徒歩5分

試用期間3か月/※勤務日数(2日/週)
や勤務時間(3時間/日)はご相談に応
じます。

10102
専門的・技術的
職業

看護師(正・准) パート 時給1,800円～2,000円
①8:30～13:00
②13:00～17:30

各線三軒茶屋駅　徒歩6分

試用期間3ヶ月/①（月・水・木・金・
土）　②（月・水・木・金）/　　※勤務
日、勤務時間応相談 
※フルタイム勤務の場合は休憩60分

10099
専門的・技術的
職業

看護師(正・准) 正社員
月給260,000円～
300,000円

①8:30～17:30(休憩60分)
②8:30～13:00

各線三軒茶屋駅　徒歩6分
試用期間3ヶ月/①(月・水・木・金)  ②
(土)/  ※時間外あり(月1時間程)

10071
輸送・機械運転
の職業

【急募】高齢者デイ
サービスセンター
ドライバー

パート 時給1,033円
①8:15〜10:30
②15:45〜18:00

小田急小田原線　豪徳寺駅
徒歩1分 小田急小田原線祖
師谷駅　徒歩4分

試用期間3カ月/①と②両方出来る方
優遇/週2日以上勤務可能な方

10092 保安の職業
交通誘導警備員／
世田谷【60歳以上
対象】

正社員
日給8,800円～14,000
円

8:00～17:00(休憩60分)
東急井の頭線　池ノ上駅　徒
歩10分

試用期間3ヶ月/残業5時間程度/月
＊法定研修　3〜20時間(経験により
時間の変動)/時給1,013円＋交通費

10091 保安の職業
交通誘導警備員／
世田谷

正社員
日給8,800円～14,000
円

8:00～17:00(休憩60分)
東急井の頭線　池ノ上駅　徒
歩10分

試用期間3ヶ月/残業5時間程度/月
＊法定研修　3〜20時間(経験により
時間の変動)/時給1,013円＋交通費

10090 保安の職業
交通誘導警備員／
学芸大学

正社員
日給8,800円～14,000
円

8:00～17:00(休憩60分)
東急東横線　学芸大学駅　徒
歩5分

試用期間3ヶ月/残業5時間程度/月
＊法定研修　3～20時間(経験により
時間の変動)/時給1,013円＋交通費

10089 保安の職業
交通誘導警備員／
祐天寺【60歳以上
対象】

正社員
日給8,800円～14,000
円

8:00～17:00(休憩60分)
東急東横線　祐天寺駅　徒歩
5分

試用期間3ヶ月/残業5時間程度/月
＊法定研修　3〜20時間(経験により
時間の変動)/時給1,013円＋交通費

10088 保安の職業
交通誘導警備員／
世田谷区

正社員
日給8,800円～14,000
円

8:00～17:00(休憩60分)
東急東横線　都立大学駅　徒
歩23分

試用期間3ヶ月/残業5時間程度/月
　＊法定研修　3〜20時間(経験によ
り時間の変動)/時給1,013円＋交通
費
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10077
専門的・技術的
職業

電子回路設計 正社員
月給270,000円～
300,000円(採用時)

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３か月(経験による)

10076
専門的・技術的
職業

保育士 正社員
月給219,700円〜
332,700円

7:00～22:20　シフト制　(実働8時
間)

東急田園都市線池尻大橋駅
徒歩10分

試用期間6カ月

10070 販売の職業
(法人営業)企業福
利厚生プランナー

正社員
月給200,000円～
250,000円(採用時支給
額・能力により異なる)

9:20～17:20（休憩60分） 各線渋谷駅　徒歩5分

試用期間2ヶ月(同条件)/残業原則な
し◆入社前研修有(10:00～15:00/休
60分/約1ヶ月/日額4,500円/通勤交
通費実費)

10064 生産工程の職業
包装・製造補助(パ
ン)

パート
時給1,050円～　　※研
修時(30時間)は時給
1,020円

①12:00～18:00
②21:30～翌7:00

東急田園都市線「池尻大橋
駅」　徒歩10分

左記就労時間の中で、1日4時間～/
週3日勤務～
【時給について】22:00～翌5:00まで時
給1,313円(研修時は時給1,275円)

10063 生産工程の職業
包装・製造補助(洋
菓子)

パート
時給1,050円～　　※研
修時(30時間)は時給
1,020円

6:30～18:00
東急田園都市線「池尻大橋
駅」　徒歩10分

左記就労時間の中で、1日4時間～/
週3日勤務～

10060
輸送・機械運転
の職業

訪問診療のドライ
バー【60歳以上対
象】

パート 時給1,050円 9:00～18:00(休憩60分)
東急東横線学芸大学駅　徒歩
8分

試用期間3ヶ月/週2日～5日

10059
輸送・機械運転
の職業

訪問診療のドライ
バー

パート 時給1,050円 9:00～18:00(休憩60分)
東急東横線学芸大学駅　徒歩
8分

試用期間3ヶ月/週2日～5日

10047 保安の職業 警備員(スーパー) パート
日給9,300円～11,400
円

9:30～17:30(休憩60分)
小田急小田原線祖師ヶ谷大
蔵駅　徒歩2分

試用期間1カ月

10046
専門的・技術的
職業

介護支援専門員 パート 時給1,280円 9:00～20:00
小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩1分

試用期間3ヶ月/左記時間内で5時間
以上の勤務/
※フレックスタイム制(24時間/週)

10045
専門的・技術的
職業

介護支援専門員 パート 時給1,380円 9:00～20:00
小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩1分

試用期間3ヶ月/左記時間内で5時間
以上の勤務/
※フレックスタイム制(32時間/週)

10044
専門的・技術的
職業

介護支援専門員 正社員 月給248,640円 8:00～20:00
小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩1分

試用期間3ヶ月/左記時間内で8時間
勤務/休憩60分/時間外あり(5時間程
度/月平均)
※フレックスタイム制(168時間/月)

10027
専門的・技術的
職業

マッサージ師/柔道
整復師

パート 時給1,200円～1,500円
①9:00～12:30
②15:00～18:30
③9:00～18:30

小田急小田原線経堂駅　徒歩
2分

試用期間3ヶ月/週2日～/③は休憩
150分/ 　※勤務時間応相談
※未経験の方は、時給1,100円

10024
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

10023
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
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10021
専門的・技術的
職業

看護職 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

10018
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)

10012 販売の職業 サービス・販売 パート 時給1,050円～ 8:00～25:00
小田急小田原線喜多見駅　徒
歩1分

試用期間3ヶ月/左記就業時間の中
で、1日3時間～/週2日～/　※勤務
時間応相談(できるだけご要望にお応
えします)★【時給について】18時以降
1,200円/20時以降1,500円★

10011 販売の職業 サービス・販売 パート 時給1,050円～ 8:00～25:00
東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩12分 東急東横線学芸大
学駅　徒歩15分

試用期間3ヶ月/左記就業時間の中
で、1日3時間～/週2日～/　※勤務
時間応相談
(できるだけご要望にお応えします)
★【時給について】18時以降1,200円
/20時以降1,500円★

10010 販売の職業 サービス・販売 パート 時給1,050円～ 8:00～25:00
小田急小田原線世田谷代田
駅　徒歩8分 各線下北沢駅
徒歩12分

試用期間3ヶ月/左記就業時間の中
で、1日3時間～/週2日～/　※勤務
時間応相談(できるだけご要望にお応
えします)　　★【時給について】18時
以降1,200円/20時以降1,500円★

10009 販売の職業 サービス・販売 正社員
月給250,000円～　※
年齢、経験を考慮

8:00～21:00(休憩60分)
小田急小田原線喜多見駅　徒
歩1分

試用期間3ヶ月程/左記就業時間の
中で、1日実働8時間/シフト制/時間
外あり(月/20時間程度)

10008 販売の職業 サービス・販売 正社員
月給250,000円～　※
年齢、経験を考慮

8:00～21:00(休憩60分)
東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩12分 東急東横線学芸大
学駅　徒歩15分

試用期間3ヶ月程/左記就業時間の
中で、1日実働8時間/シフト制/時間
外あり(月/20時間程度)

10007 販売の職業 サービス・販売 正社員
月給250,000円～　※
年齢、経験を考慮

8:00～21:00(休憩60分)
小田急小田原線世田谷代田
駅　徒歩8分 各線下北沢駅
徒歩12分

試用期間3ヶ月程/左記就業時間の
中で、1日実働8時間/シフト制/時間
外あり(月/20時間程度)

10005 農林漁業の職業 【急募】動物管理 パート 日給7,140円 9:00～17:00(休憩60分)
東急大井町線等々力駅   徒
歩15分

試用期間3カ月/土・日・祝日

9998
専門的・技術的
職業

システムサポート
【未経験者歓迎】

正社員
月給　186,680円〜
250,000円

8:30〜17:30(休憩60分)
各線三軒茶屋駅　徒歩8分 東
急・小田急バス渋谷駅行昭和
女子大バス停　徒歩3分

試用期間3カ月/時間外:平均15時間/
月

9995 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(休憩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。

9994 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(休憩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。

9989
専門的・技術的
職業

保育士 正社員
月給250,000円～
500,000円（処遇改善手
当含む）

7:00～20:30の間で8時間勤務
（休憩90分）/シフト勤務

各線三軒茶屋駅東急バス黒
06目黒駅行世田谷観音バス
停　徒歩6分 各線下北沢駅
徒歩3分

試用期間3ヵ月(通勤手当上限2万円/
処遇改善手当1万円)/時間外：平均1
時間/月 
年齢制限の理由：定年が60歳の為
（省令1号）

9954
専門的・技術的
職業

保育士／大田区立
西蒲田保育園（常
勤)

契約社員
月給216,000円～
247,500円

7:15～20:30の間で8時間程度
(休憩0分)

各線蒲田駅　徒歩15分
東急池上線蓮沼駅　徒歩8分

試用期間3ヶ月/変形労働時間制(1年
単位)／月の平均労働時間174時間
程度 
時間外労働あり月平均20時間／4週
6休シフト制
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9953
専門的・技術的
職業

保育士／大田区立
西蒲田保育園（パー
ト)

パート 時給1,200円
7:15～20:30の間で5時間程度(6
時間以上勤務の場合は休憩60
分)

各線蒲田駅　徒歩15分
東急池上線蓮沼駅　徒歩8分

試用期間3ヶ月/①7:15～12:15②8:30
～13:00③16：00～20：30など、ご希望
の勤務曜日・勤務時間で働けます。

9983 販売の職業 販売・事務スタッフ パート 時給1,200円～1,300円 9:30～19:00(休憩90分) 各線三軒茶屋駅　徒歩3分
試用期間3ヶ月/1日5時間程度～/週
3日～/時間外なし/　※勤務日、勤務
時間応相談

9965
専門的・技術的
職業

看護師【小規模多
機能・等々力】

正社員
月給225,000円～
250,000円

①7:00～16:00
②9:00～18:00
③11:00～20:00(休憩60分)
④16:00～10:00(休憩120分)

東急大井町線等々力駅　徒歩
4分 東急バス等々力行バス停
玉川警察署　徒歩4分

試用期間3ヶ月/シフト制

9944
専門的・技術的
職業

機能訓練型デイ
サービスの看護職
※食事・入浴介助
無し、夜勤・当直無
し

契約社員 時給1.800円～1,900円 8:30～17:45　※休憩75分 各線二子玉川駅　徒歩12分 週1～4日程度　※応相談

9943
専門的・技術的
職業

機能訓練型デイ
サービスの生活相
談員　※食事・入浴
介助無し、夜勤・当
直無し

契約社員 時給1,300円～1,400円
①8:00～17:15
②9:00～18:15 ※休憩75分　※
シフト制

各線二子玉川駅　徒歩12分 週1～4日程度　※応相談

9942
専門的・技術的
職業

機能訓練型デイ
サービスの運動指
導員　※食事・入浴
介助無し、夜勤・当
直無し

契約社員
時給1,100円　※処遇
改善加算有り

①8:00～17:15
②9:00～18:15　※休憩75分　※
シフト制

各線二子玉川駅　徒歩12分 週1日～4日程度　※応相談

9914 保安の職業 建物警備 パート 時給1,100円
①17:00～23:00(休憩0分)
②17:00～翌8:00(休憩240分)

東急田園都市線用賀駅　徒歩
20分 東急大井町線上野毛駅
徒歩15分

試用期間2ヶ月程度/①②をローテー
ション交替/週2～3日程度
※深夜割増・時間外は別途支給

9912
建設・採掘の職
業

ガス機器の設備工
事

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)　※時間外別途支給

9909 販売の職業 不動産営業 正社員 月給240,000円 9:30～18:30(休憩60分)
京王井の頭線東松原駅　徒歩
４分

試用期間３ヶ月(月給200,000円)/※
残業はほとんどありません。

9907 販売の職業
サービス・販売【60
歳以上対象】

パート 時給1,050円～ 8:00～25:00
小田急小田原線喜多見駅　徒
歩1分

試用期間3ヶ月/左記就業時間の中
で、1日3時間～/週2日～/　※勤務
時間応相談(できるだけご要望にお応
えします)★【時給について】18時以降
1,200円/20時以降1,500円★

9906 販売の職業
サービス・販売【60
歳以上対象】

パート 時給1,050円～ 8:00～25:00
東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩12分 東急東横線学芸大
学駅　徒歩15分

試用期間3ヶ月/左記就業時間の中
で、1日3時間～/週2日～/　※勤務
時間応相談
(できるだけご要望にお応えします)
★【時給について】18時以降1,200円
/20時以降1,500円★

9905 販売の職業
サービス・販売【60
歳以上対象】

パート 時給1,050円～ 8:00～25:00
小田急小田原線世田谷代田
駅　徒歩8分 各線下北沢駅
徒歩12分

試用期間3ヶ月/左記就業時間の中
で、1日3時間～/週2日～/　※勤務
時間応相談(できるだけご要望にお応
えします)　　★【時給について】18時
以降1,200円/20時以降1,500円★

9901
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)

9900
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)
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9899
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)

9898
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)

9892
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209,816円～(固定
残業代30時間分38,288
円含む)

9:00～18:00(休憩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(※固定残業代なし)/
※残業が30時間を超える場合は、別
途支給

9889
輸送・機械運転
の職業

送迎(ドライバー) パート 時給1,100円 8:30～17:30(休憩60分)
東急世田谷線上町駅　徒歩7
分

試用期間3か月/シフト制/週1日～/
※勤務日、勤務時間応相談
※土・祝手当⇒時給＋30円

9883 販売の職業 レジスタッフ パート 時給1,053円

①10：00～17：00
②11：00～17：00
③12:00～21:00
④13:00～22:00（休憩60分）

小田急小田原線経堂駅　徒歩
1分 小田急小田原線成城学
園前駅　徒歩1分

試用期間3ヶ月/週3日～　シフト勤務
(勤務時間相談可)

9882 保安の職業 【60歳以上】警備員 パート
時給1,300円（休憩60
分）

①7:00～16:00
②9:00～18:00
③11:00～20:00
④15:30～24:30

東急田園都市線桜新町　徒歩
10分

試用期間1ヵ月(時給1,013円)/・週2日
～フルタイム希望ＯＫ。

9881 保安の職業 警備員 パート
時給1,300円（休憩60
分）

①7:00～16:00
②9:00～18:00
③11:00～20:00
④15:30～24:30

東急田園都市線桜新町　徒歩
10分

試用期間1ヵ月(時給1,013円)/・週2日
～フルタイム希望ＯＫ。

9878
専門的・技術的
職業

サービス提供責任
者

正社員
月給　215,000円～
230,000円

①7:00～16:00
②9:00～18:00
③11:00～20:00
7:00～20:00内8時間(休憩60分)

東急大井町線等々力駅　徒歩
4分 東急バス等々力行バス停
玉川警察署　徒歩4分

試用期間3ヶ月/時間外:平均10時間/
月

9874
生産工程の職業

天然アロマの製造
出荷作業【未経験
歓迎】

パート 時給1,100円〜1,500円 9:00～18:00（休憩60分）
東急大井町線上野毛・等々力
駅　徒歩12分

試用期間3ヶ月/6時間/日　4日/週以
上

9667
輸送・機械運転
の職業

運転手 正社員
月給制　253,000円(24
日稼働)（日給払いも
可）

①7:00～16:00(休憩60分)
②4:30～13:30(休憩60分)

東急田園都市線桜新町駅　徒
歩12分

試用期間3か月/時間外あり(月平均
20ｈ)

9543
専門的・技術的
職業

看護師 正社員
月給260,000～280,000
円

8:00ー16:00(休憩60分) 京王線仙川駅　徒歩12分
試用期間3か月/時間外あり（月平均
2時間程度）

9530 保安の職業 交通誘導警備員 パート 日給9,000～10,100円 9:00～18:00(休憩60分)
小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩14分

試用期間3カ月
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