
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!
8231

サービスの職業 調理補助 パート
 時給 1,000円 〜 1,300
円

8:30～16:30(休60分)
小田急小田原線線千歳船橋
駅15分

試用期間3ヶ月/勤務日／週３～４日
勤務時間については相談可

New!
8239

サービスの職業
訪問介護員/祖師
谷大蔵

契約社員
月給200,000円～
250,000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

New!
8235

サービスの職業 訪問介護員 正社員 月給200,000円～ 9:00～18:00
小田急小田原梅ケ丘駅　徒歩
1分

試用期間３ヶ月/時間外あり。月平均
10ｈ

8230 サービスの職業
 資格取得トライア
ル職員(特別養護老
人ホーム介護職員)

契約社員
月給166,000円+諸手当
※資格取得後に正社
員条件に変更

①7:00～15:45
②8:30～17:45
③10:30～19:15
④11:15～20:00(休憩60分)
⑤16:30～翌朝9:30(夜勤)(休
憩90分)

京王線芦花公園駅　徒歩8分
京王バス［千歳烏山駅～千歳
船橋駅］「芦花恒春園」下車
徒歩8分

①～⑤シフト制

8229 サービスの職業
(非常勤・介護職員)
デイホームで働く介
護職員

パート
日給8,177円〜10,889
円

①8:30～17:15
②9:15～18:00(休憩60分)

京王線芦花公園駅　徒歩8分
京王バス［千歳烏山駅～千歳
船橋駅］「芦花恒春園」下車
徒歩8分

シフト制
※上記勤務時間のいずれかを週に4
日割り振ります

8228 サービスの職業
(非常勤・介護職員)
特別養護老人ホー
ムでの介護業務

パート 時給1,055円～1,405円 7:00～20:00

京王線芦花公園駅　徒歩8分
京王バス［千歳烏山駅～千歳
船橋駅］「芦花恒春園」下車
徒歩8分

7:00～20:00の間で、3時間～7時間勤
務(休憩60分)/週2日～5日勤務
※勤務時間はご希望を伺い調整させ
て頂きます。

8227 サービスの職業
(正規・介護職員)特
別養護老人ホーム
での介護業務

正社員
月給205,000円～
261,600円

①7:00～15:45
②8:30～17:15
③10:30～19:15
④11:15～20:00(休憩60分)
⑤16:30～翌朝9:30(夜勤)(休
憩90分

京王線上北沢駅　 徒歩10分 試用期間3ヶ月/①～⑤シフト制

8226 サービスの職業
(正規・介護職員)特
別養護老人ホーム
での介護業務

正社員
月給205,000円～
261,600円

①7:00～15:45
②8:30～17:15
③10:30～19:15
④11:15～20:00(休憩60分)
⑤16:30～翌朝9:30(夜勤)(休
憩90分)

京王線芦花公園駅　徒歩8分
京王バス［千歳烏山駅～千歳
船橋駅］「芦花恒春園」下車
徒歩8分

試用期間3ヶ月/①～⑤シフト制

8262 サービスの職業
駐車場管理/次大
夫堀公園民家園

パート 時給1,080円
①8:45～13:15
②12:45～17:15

小田急小田原線成城学園前
駅　徒歩15分 （東急・小田急
バス）成城学園前駅南口から
二子玉川駅行き「次大夫堀公
園前」徒歩2分

①週2日②週2日　　※1月1日の出勤
あり　12/28～12/31、1/2～1/4は休
日

8253 サービスの職業
家事お手伝いスタッ
フ

パート 時給1,000円～
8:00～17:00の内会社が指定
する2時間の勤務（1時間単位
延長有）

世田谷区近郊（港区/新宿区）
のお客様自宅へ直行直帰

試用期間3か月/週３日～ 
シフトのスケジュールも客先都合によ
り出勤日の変更又はキャンセルにな
る場合があります

8250 サービスの職業
看護補助【6/28説
明会＆面接会】

パート 時給1,600円～2,200円
①8:00～17:00
②9:00～18:00
③10:00～19:00(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2時間程度)
変形(1ヶ月単位)

8203 サービスの職業 調理師・栄養士 パート 時給1,250円 9:00～16:00(休60分)
京王線線京王線芦花公園駅3
分

試用期間3ヶ月/時間外有り(平均　2
時間/月)
シフト制(2～3日/週)

8224 サービスの職業
マンションの管理員
/渋谷区（請負）

パート 時給1,013円 7:00～9:00 各線渋谷駅　徒歩10分
試用期間3ヶ月/水・土・第1月曜、第2
～5火曜　※祝日の場合も出勤

8193 サービスの職業
施設監理員/喜多
見複合施設

パート 時給1,120円
①8:30～17:30
②17:15～22:15

小田急小田原線成城学園前
駅よりバス　「次大夫堀公園
前」下車徒歩1分

①週2日②週2日　※全シフト勤務可
能な方

　　　　三茶おしごとカフェ　サービスのおしごと情報一覧　（令和元年09月17日更新）
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8188 サービスの職業
マンションの管理員
/目黒区（請負）

パート
月給90,000円～
115,000円

8:00～12:00
東急東横線学芸大学駅　徒
歩8分

試用期間1ヶ月/月～金

8149 サービスの職業
三軒茶屋　介護ス
タッフ

パート
時給1,000円～1,110円
(各資格による)

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/週1回～でもOK/勤
務時間応相談/運転免許のある方は
送迎運転手当として時給+50円
※介護職員初任者研修:時給1,020円
介護職員実務者研修:時給1,060円
介護福祉士:時給1,110円

8135
サービスの職業

福祉用具のモニタリ
ング(商品の点検及
び使用状況確認業
務)

パート 時給1,300円～1,500円 9:00～18:00
東急世田谷線上町駅　徒歩2
分

試用期間3ヶ月/2日～/週　1日4時間
以上勤務可能な方

8175 サービスの職業 訪問介護員 正社員 月給200,000円～ 9:00～18:00(休60分)
小田急小田原線梅ヶ丘駅　徒
歩1分 小田急小田原線祖師
谷大蔵駅　徒歩3分

試用期間3ヶ月/時間外あり。月平均
10ｈ

8173 サービスの職業

訪問介護員【東京
都介護職員就業促
進事業】祖師谷訪
問介護

契約社員 月給210,000円 9:00～18:00(休60分)
小田急小田原線祖師ヶ谷大
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３ヶ月/勤務時間は相談に
応じます。※促進事業期間中は時間
外なし。

8168 サービスの職業 支援員 正社員
月給185,000円　～
246,000円

①9:00～18:00
②12:00～21:00
③7:00～16:00
④17:00～翌9:00

各線二子玉川駅　バス7分

試用期間6ヶ月/残業はほぼありませ
ん。夜勤帯の勤務は職員配置義務が
ないので、それほど大変な業務では
ないです。　休憩60分　※週40時間
内シフト制

8167 サービスの職業 訪問介護員 正社員
月給192,000円　～
253,000円

9:00～18:00(休60分) 各線二子玉川駅　バス7分
試用期間6ヶ月/時間外有り(月平均2
時間程度)

8165 サービスの職業
非常勤介護職(デイ
サービス)

アルバイト
時給1,050円　～　1,200
円

8:30～17:30(休憩60分)
各線二子玉川駅　バス7分 小
田急小田原線成城学園前駅
バス5分

試用期間6ヶ月/契約更新可能性あり
（原則更新）

8164 サービスの職業

訪問介護員【東京
都介護職員就業促
進事業】エンジェル
ケア

契約社員 月給210,000円 9:00～18:00(休60分)
小田急小田原線　梅ヶ丘駅
徒歩1分 小田急小田原線祖
師ヶ谷大蔵駅　徒歩3分

試用期間３ヶ月/勤務時間は相談に
応じます。※就業促進 期間中は時間
外なし。

8163 サービスの職業
介護職(グループ
ホーム)

正社員
月給192,000円　～
253,000円

①9:00～18:00
②12:00～21:00
③7:00～16:00
④21:00～翌7:00

各線二子玉川駅　徒歩6分 小
田急小田原線成城学園前駅
バス15分

試用期間6ヶ月/時間外有り(月平均2
時間程度)　休憩60分 
※週40時間内シフト制

8153 サービスの職業 介護職/パート パート 時給1,250円～1,300円
①8:30～17:00
②9:00～16:00（休60分）の間
の4時間以上

東急世田谷線世田谷駅　徒
歩5分

試用期間3ヶ月/週2～5日応相談
時間外なし　※希望により夜勤も可
能　1回23,000円　時間）16:30～翌
9:00　　 

8152 サービスの職業 介護職 正社員
月給235,000円～
267,000円

①8:30～17:00
②7:00～15:30
③11:30～20:00
④16:30～翌9:00(仮眠あり）

東急世田谷線世田谷駅　徒
歩5分

試用期間3ヶ月/①～④の交替制
時間外あり（月平均3ｈ）　休憩60分

8122 サービスの職業 保育士 正社員 月給208,320円～
変形1ヵ月単位　7：15～22：15
（実働7:45）（休60分）

東急大井町線九品仏駅　徒
歩8分

試用期間3ヶ月/時間外勤務は月平
均4時間　 
保育での経験者　1年経験毎に7,000
円/月（最大7年の経験まで考慮）

8074 サービスの職業
寿司部門　加工ス
タッフ

パート 時給1,025円 8:00～13:00／8:00～17:00
小田急小田原線　経堂駅　徒
歩1分 小田急小田原線　祖
師ヶ谷大蔵駅　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)
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