
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

10232 サービスの職業 ホームヘルパー パート 時給1,300円～1,900円 8:00～20:00の間で2時間以上

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

※週1日～働けます！/シフト制/※土
日祝日、早朝は1時間あたり＋時給
200円
※勤務日、勤務時間応相談

10231 サービスの職業 常勤ヘルパー 正社員
月給202,000円～
257,000円

9:00～17:30(休憩60分)

小田急小田原線祖師ヶ谷大
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

10230 サービスの職業
サービス提供責任
者

正社員
月給218,100円～
288,100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

10222 サービスの職業 保育園の調理補助 パート
時給1,050円(無資格の
方)/時給1,100円(栄養
士または調理師の方)

月～金/9:00～16:00(休憩60分)
土/9:00～14:00

東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩9分

試用期間3ヶ月/週3日程度勤務でき
る方。土曜は隔週勤務・休憩なし

10219 サービスの職業 介護士 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。

10216 サービスの職業 医療作業業務 パート 時給1,050円
8:30～17:30(休憩60分)　土曜日
8:30～12:45(休憩15分)

京王線八幡山駅　徒歩1分

試用期間2か月(時給1,015円)/・週2
日～ＯＫ　月～土曜日に出勤出来る
方大歓迎
・急なシフト変更(体調不良や家族の
都合)にも対応可

10205 サービスの職業
看護助手(ケアサ
ポーター)

正社員

月給215,250円～(住宅
手当15,000円/調整手
当1,500円/当直手当
8,890円×5含む)

日勤8:30～17:00(休憩60分)　夜
勤16:30～9:00(休憩120分)

東急田園都市線二子玉川駅
目黒駅行等々力7丁目　徒歩1
分 東急大井町線九品仏駅
徒歩13分

試用期間3ヶ月/二交代制/残業はほ
ぼ無し 
残業代の支払は当月末日、翌月28日
となります。

10204 サービスの職業 保育補助 パート 時給1,050円 9:00〜16:00(休憩45分)
東急大井町線尾山台駅　徒歩
5分

試用期間3カ月/3日/週以上勤務可
能な方勤務時間はご相談可能です。

10183 サービスの職業 保育補助 パート
時給1,013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)

10181 サービスの職業
支援員(ヘルパー事
業所での)

正社員
月給180,000円～
203,700円

7:00～21:00
小田急小田原線世田谷代田
駅　徒歩15分

試用期間６ヶ月/1ヶ月単位フレックス
タイム制(1日標準:労働8時間/休憩45
分)/コアタイムなし/
時間外あり(月/5時間程度)

10180 サービスの職業
デイサービス・ケア
スタッフ

正社員
月給200,000円～
300,000円

8:30～17:00(休憩60分)
小田急小田原線経堂駅　徒歩
6分

10179 サービスの職業 介護職 パート
時給1,020円～1,200円
(経験等による)

①8:30～17:30
②9:00～18:00

東急東横線学芸大学駅　徒歩
10分

試用期間1ヶ月程度(勤務日数によ
る)/上記就業時間で1日4時間以上～
/週2日～/※勤務日、勤務時間応相
談

10178 サービスの職業 介護職 パート
時給1,020円～1,200円
(経験等による)

①8:30～17:30
②9:00～18:00

各線三軒茶屋駅　徒歩8分

試用期間1ヶ月程度(勤務日数によ
る)/上記就業時間で1日4時間以上～
/週2日～/※勤務日、勤務時間応相
談

10177 サービスの職業 介護職 正社員
月給198,000円～
285,000円

①7:15～16:15
②9:00～18:00
③10:30～19:30
④16:15～翌9:45

各線三軒茶屋駅　徒歩8分

試用期間3ヵ月/シフト制/週40時間/
休憩時間(①②③60分/④90分)
時間外あり(10時間未満/月)　※残業
代別途支給

　　　　三茶おしごとカフェ　サービスのおしごと情報一覧　（令和3年01月12日更新）
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10166 サービスの職業
送迎ドライバー【60
歳以上対象】

パート 時給1,100円
①8:30～9:30
②12:20～13:50
③17:00～18:00

東急バス渋11『東京医療セン
ター』バス停　徒歩10分 東急
バス恵32『学芸付属中学校』
バス停　徒歩2分

時間外有り：0～5時間/月　　２〜４日
/週勤務(土曜勤務尚可)　①・②・③
ご希望相談可

10165 サービスの職業
送迎ドライバー【週
20hr未満】

パート 時給1,100円
①8:30～9:30
②12:20～13:50
③17:00～18:00

東急バス渋11『東京医療セン
ター』バス停　徒歩10分 東急
バス恵32『学芸付属中学校』
バス停　徒歩2分

時間外有り：0～5時間/月　　２〜４日
/週勤務(土曜勤務尚可)　①・②・③
ご希望相談可

10164 サービスの職業
運動インストラク
ター(介護スタッフ)

パート
〔無資格〕時給:1,365円
～〔初任者研修修了〕
時給1,465円～

9:00～18:00(休憩60分)

東急バス渋11『東京医療セン
ター』バス停　徒歩10分 東急
バス恵32『学芸付属中学校』
バス停　徒歩2分

時間外有り：0〜5時間/月　　２〜4日
/週勤務(土曜勤務尚可)
　 時給には処遇改善手当/特定処遇
改善手当を含む

10142 サービスの職業 送迎ドライバー パート 時給1,100円
①8:30～10:30
②16:20～18:20
③8:30～18:20（休憩110分）

東急バス渋82『深沢不動前』
バス停　徒歩6分 東急バス等
⑫『深沢不動前［駒沢通り
口］』　徒歩7分

時間外有り：0～5時間/月　　２〜４日
/週勤務(土曜勤務尚可)　①・②・③
ご希望相談可

10141 サービスの職業
送迎ドライバー【60
歳以上対象】

パート 時給1,100円
①8:30～10:30
②16:20～18:20
③8:30～18:20（休憩110分）

東急バス渋82『深沢不動前』
バス停　徒歩6分深沢4-9-3
東急バス等⑫『深沢不動前
［駒沢通り口］』　徒歩7分

時間外有り：0～5時間/月　　２〜４日
/週勤務(土曜勤務尚可)　①・②・③
ご希望相談可

10158 サービスの職業 療育スタッフ パート 時給1,100円～1,300円
平日 14:00～19:00
学校休業日 8:30～17:30(休憩
45分)

京王線千歳烏山駅　徒歩4分
試用期間3カ月/週1日/1日3時間以
上勤務可能な方ご相談下さい

10132 サービスの職業 介護職 パート
時給1,132円～　※処
遇改善加算含む

8:30～17:30(休憩60分)/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
時間はご相談に応じます。※介護関
係の資格をお持ちの場合時給変動致
します。
※時間制正社員登用制度あり※残
業代は1分単位でカウントします。

10129 サービスの職業 介護職 パート
時給1,132円～　　※処
遇改善加算金含む

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

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/※勤務日数や勤務
時間はご相談に応じます。※介護関
係の資格をお持ちの場合時給変動致
します。
※時間制正社員登用制度あり※残
業代は1分単位でカウントします。 ※
①～④選択可

10128 サービスの職業
介護職(オペレー
ター)

パート
時給1,192円～　※処
遇改善加算金含む

8:30～17:30(休憩60分)　状況に
より異なる場合が有ります。

小田急小田原線経堂駅又は
千歳船橋駅　徒歩8分

試用期間3か月/※勤務時間は条件
の変更有り※勤務日数はご相談下さ
い。※時間制正社員登用制度あり
※残業代は1分単位でカウントしま
す。※介護関係の資格をお持ちの場
合時給単価は変動致します。

10127 サービスの職業 介護職(ヘルパー) パート
時給1,192円～　※処
遇改善加算金含む

8：30～17:30の内(休憩60分)状
況により異なる場合が有りま
す。

小田急小田原線経堂駅　徒歩
8分 小田急小田原線千歳船
橋駅　徒歩8分

試用期間3か月/※勤務時間は条件
の変更有り※勤務日数はご相談下さ
い。※時間制正社員登用制度あり
※残業代は1分単位でカウントしま
す。※介護関係の資格をお持ちの場
合時給単価は変動致します。

10124 サービスの職業
薬剤補助業務（未
経験可）

パート 時給1,200円～1,300円 8:30～17:00(休憩60分)
東急世田谷線世田谷駅　徒歩
3分 東急バス渋谷行渋23・24
世田谷駅前バス停　徒歩3分

試用期間3ヶ月/勤務時間・日数につ
いて相談可

10117 サービスの職業
施設管理員/烏山
総合支所

パート 時給1,180円

①8:00～13:00
②13:00～18:00
③16:15～22:15
④17:15～22:15

京王線千歳烏山駅　徒歩5分

試用期間3か月/①週1日②週1日③
週0-1日④週1日 
※③シフトは土祝日のみ。土日祝対
応可能な方。

10116 サービスの職業 リハビリ助手 パート 時給1,150円 8:30～17:00(休憩60分)
東急世田谷線世田谷駅　徒歩
3分 東急バス渋谷行渋23・24
世田谷駅前バス停　徒歩3分

試用期間3ヶ月/勤務時間・日数につ
いて相談可

10104 サービスの職業 リハビリ助手 正社員
月給180,000円～
200,000円　※経験によ
り優遇

8:30～17:00(休憩60分)
東急世田谷線世田谷駅　徒歩
3分 東急バス渋谷行渋23・24
世田谷駅前バス停　徒歩3分

試用期間3ヶ月
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10115 サービスの職業
おやつスタッフ【週
20hr未満】

パート
時給1,020円～1,050円
（面談時に決定）

13：30～15：30

東急世田谷線世田谷駅　徒歩
3分/東急・小田急バス　世田
谷区役所入り口前駅　徒歩1
分

月～金曜までのうち、週2～3日勤務
可能な方

10114 サービスの職業
おやつスタッフ【60
歳以上】

パート
時給1,020円～1,050円
（面談時に決定）

13：30～15：30

東急世田谷線世田谷駅　徒歩
3分/東急・小田急バス　世田
谷区役所入り口前駅　徒歩1
分

月～金曜までのうち、週2～3日勤務
可能な方

10101 サービスの職業
訪問介護員（登録ヘ
ルパー）

パート
（身体介護）時給2,400
円（生活援助）時給
1,500円

8:00～21:00の間の1日8時間以
内

小田急小田原線喜多見駅　徒
歩4分

※働きたい曜日・時間はお気軽にご
相談ください。とても相談しやすい環
境です。

10100 サービスの職業 訪問介護員 正社員
月給250,000円～
260,000円

9:00～18:00（休90分以上）
小田急小田原線喜多見駅　徒
歩4分

試用期間3ヶ月/※シフト制/勤務日、
勤務時間はご都合に合わせ選ぶこと
ができます。

10097 サービスの職業
コインランドリー店
舗管理スタッフ【週
20hr未満】

パート 時給1,050円 9:00～10:00
小田急小田原線豪徳寺駅　徒
歩2分 東急世田谷線山下駅
徒歩2分

1日1時間程度の勤務/週2～3日程度

10074 サービスの職業
有料老人ホーム介
護職員

パート
時給1,031円（無資格）
〜1,131円

①7:00～16:00
②10:00～20:00
（休憩60分）

東急バス渋㉔等⑫成城学園
前駅行『東宝前』徒歩　徒歩6
分 東急バス成城学園前駅行
都立01『公園橋』バス停　徒歩
７分

試用期間3カ月/変形労働時間制によ
るシフト制/週２日〜勤務可能な方/
制服貸与

10073 サービスの職業
グループホーム介
護職員

パート 時給1,031円〜1,131円
①7:00～16:30
②10:00～19:30
（休憩60分）

東急田園都市線　用賀駅　徒
歩6分 東急東横線都立大学
駅　徒歩5分

試用期間3カ月/変形労働時間制によ
るシフト制/週２日〜勤務可能な方/
制服貸与

10072 サービスの職業
高年齢者デイサー
ビスセンター介護職
員

パート
時給1,033円（無資格）
〜1,133円

8：00～18:00（休憩60分）
東急世田谷線山下駅　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/変形労働時間制/週
２日〜勤務可能な方

10083 サービスの職業
<オープニングスタッ
フ>施設管理員/玉
川総合支所

パート 時給1,180円
①7:30～16:30
②16:15～22:15

東急大井町線等々力駅　徒歩
1分

試用期間3か月/①週2～3日②週2～
3日

10075 サービスの職業 生活支援員 契約社員 時給1,150円〜1,200円 10:00〜16:00(休憩30分)

東急大井町線九品仏駅　徒歩
8分
東急大井町線上野毛駅　徒歩
8分

試用期間2ヶ月/時間外:なし　3日/週
以上勤務可能な方

10061 サービスの職業
介護職員(ユニット
型特別養護老人
ホーム)

パート
時給　1,100円～1,400
円

勤務時間等参照
小田急バス「朝日新聞社前」
下車　徒歩1分

試用期間3ヶ月/早番:7:00～16:00(休
憩60分)　日勤:9:00～18:00(休憩60
分)　遅番:13:..00～22:00(休憩60分)・
週3日～　4時間以上勤務可能な方

10054 サービスの職業
訪問介護職員(ホー
ムヘルパー)

パート
時給1,400円～1,800円
(自費サービスは時給
1,200円～2,000円)

8:00～22:30の間で30分以上 各線三軒茶屋駅　徒歩3分

試用期間6ヶ月/月1日～/1日30分～
/※土日は時給100円アップ(移動支
援・予防は除く)/※勤務時間応相談
※【時間外割増賃金】6時～8時、18時
～22時⇒25％割増/22時～6時⇒
50％割増

10051 サービスの職業
福祉送迎バス添乗
員

契約社員 時給1,050円 7:30～17:15(休憩約120分)
小田急小田原線成城学園前
駅　徒歩11分

試用期間2週間(14日間)(時給1,020
円)/シフト制/実働6時間15分/週2日
～
※昼休憩が長くなり実働時間が短く
なっても、6時間15分は支給します！

10043 サービスの職業 介護職 正社員

月給179,000～230,000
円※別途支給(夜勤手
当/経験手当/子供手
当等)

①9:00～18:00
②7:00～16:00
③10:00～19:00
④16:30～翌9:30

小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩13分 東急田園都市線用
賀駅　徒歩10分

試用期間2ヵ月/シフト制/休憩時間
(①～③60分/④120分)　 ※時間外
(10時間未満/月平均)
※勤務時間は、施設によって多少異
なる場合がございます
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10042 サービスの職業 受付アシスタント パート 時給1,060円～1,200円 8:00～21:00
小田急小田原線祖師ヶ谷大
蔵駅　徒歩3分

試用期間60時間(時給1,013円)/シフ
ト制/1日3時間～6時間/ 　※勤務時
間応相談(6時間以上の勤務も可能で
す。休憩60分)
【勤務日について】①週3日の場合(土
日のどちらか1日＋平日2日)/②週2
日の場合(土日両日)

10022 サービスの職業 看護補助 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)

10020 サービスの職業 介護補助 パート 時給1,065円～1,130円
①8:30～17:30
②16:30～9:00
③8:30～8:29

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/①②③の時
間の中で4時間程度/時間外なし
※曜日固定や勤務時間について相
談可

10016 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。

9997 サービスの職業 看護補助 正社員
月給185,000円～
200,000円　※経験によ
り優遇

8:30～17:00(休憩60分)
東急世田谷線世田谷駅　徒歩
3分 東急バス渋谷行渋23・24
世田谷駅前バス停　徒歩3分

試用期間3ヶ月

9992 サービスの職業
給食調理員【未経
験者歓迎】

パート 時給1,125円～
8:30～17:30の中で6時間以上
（休憩45）

小田急小田原線狛江駅よりバ
ス「交通安全指導センター入
口」下車　徒歩5分 東急バス
玉06二子玉川駅行『砧本村』
バス停　徒歩12分

試用期間3ヶ月/週3～5日勤務可能
な方

9991 サービスの職業 給食調理員 正社員
月給188,100円～
214,100円

8:30～17:30(休憩60分)

小田急小田原線狛江駅よりバ
ス「交通安全指導センター入
口」下車　徒歩5分 東急バス
玉06二子玉川駅行『砧本村』
バス停　徒歩12分

試用期間3ヶ月/変形労働制(1年単
位)　時間外：なし

9990 サービスの職業
家事代行【週20hr未
満】

パート 時給1,400円～ 8:30～16:30(休憩60分)
各線下北沢駅　徒歩1分　①
清掃終了後②へ移動 各線下
北沢駅　徒歩8分

(時給1,300円)2日/週で出勤日は相
談　(1日/週から勤務開始し慣れれば
2日/週勤務に変更)

9988 サービスの職業
ホールスタッフ【週
20hr未満】

契約社員 時給1,100円 17：00～20：00

東急田園都市線用賀駅　徒歩
7分 小田急小田原線千歳船
橋駅　東急バス用賀駅行『用
賀』バス停　徒歩5分

試用期間1ヵ月（短縮の可能有り）/週
3日程度(相談可)

10050 サービスの職業
保育補助／世田谷
区砧南らる保育園
(パート)

パート 時給1,013円 7:30～19:30の間で3時間程度
各線「二子玉川駅」　バス10分
「砧南中学校前下車」徒歩1分

試用期間3ヶ月/早番または遅番勤務
可能な方、歓迎！
例　※応相談①7:30～12:00②15:30
～19:30など　6時間以上勤務の場合
は休憩60分

9999 サービスの職業

調理または調理補
助/砧公園内美術
館併設レストラン
「ル・ジャルダン」

パート 時給1,300円～ 9:00～18:00（実働4ｈ以上）

東急田園都市線用賀駅　徒歩
15分 小田急小田原線「千歳
船橋駅」より田園調布行バス
「美術館入口」下車

試用期間3か月/週2日以上　※土日
勤務可能な方、左記時間内で週2日4
時間以上（コアタイム11時～14時）勤
務可能な方。その他詳細お問合せく
ださい。

9967 サービスの職業
訪問介護員(ヘル
パー）【愛・訪問介護
ステーション経堂】

正社員
月給195,000円～
240,000円

8:00～20:00(休憩60分)の内8時
間程度

小田急小田原線経堂駅　徒歩
4分 東急世田谷線宮の坂駅
徒歩8分

試用期間3ヶ月/変形労働制時間制
(1ヵ月単位)

9966 サービスの職業
訪問介護員(ヘル
パー)【愛・訪問介護
ステーション経堂】

パート 時給1,850円～2,050円

①8:00～12:00
②13:00～17:00
③15:00～20:00
8:00～20:00内1時間以上

小田急小田原線経堂駅　徒歩
4分 東急世田谷線宮の坂駅
徒歩8分

試用期間3ヶ月/実労勤務時間が6時
間以上の場合は休憩45分　勤務時間
帯や勤務日数(1日〜)はご相談可

9964 サービスの職業
介護スタッフ【小規
模多機能・等々力】

正社員
月給185,000円～
210,000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
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9963 サービスの職業
介護福祉士【小規
模多機能・等々力】

正社員
月給195,000円～
230,000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

9934 サービスの職業 調理補助 正社員
月給188,900円～
230,600円（処遇改善含
む）

8:30～17:15（休憩45分）
東急大井町線尾山台駅　徒歩
3分 東急バス渋82『等々力』
バス停　徒歩8分

試用期間3か月以内/時間外：平均2
時間/月

9962 サービスの職業
介護職員 訪問入浴
ヘルパー

パート 日給8,560円～9,920円 8:30～17:30(休憩60分)
各線三軒茶屋駅　徒歩13分
小田急小田原線祖師ヶ谷大
蔵駅　徒歩8分

試用期間3ヵ月/週3日～/　※残業が
発生した場合は、残業代別途支給
※月15日以上勤務した場合、500円/
日を支給

9961 サービスの職業
介護職員 訪問入浴
ヘルパー

正社員
月給217,000円～
237,000円

8:30～17:30(休憩60分)
各線三軒茶屋駅　徒歩13分
小田急小田原線祖師ヶ谷大
蔵駅　徒歩8分

試用期間3ヵ月/時間外あり(20時間
程度/月平均)　　※残業代別途支給

9960 サービスの職業
介護職員 訪問入浴
オペレーター

パート
日給10,160円～11,520
円

8:30～17:30(休憩60分)
各線三軒茶屋駅　徒歩13分
小田急小田原線祖師ヶ谷大
蔵駅　徒歩8分

試用期間3ヵ月/週3日～/　※残業が
発生した場合は、残業代別途支給
※月15日以上勤務した場合、500円/
日を支給

9959 サービスの職業
介護職員 訪問入浴
オペレーター

正社員
月給242,000円～
262,000円

8:30～17:30(休憩60分)
各線三軒茶屋駅　徒歩13分
小田急小田原線祖師ヶ谷大
蔵駅　徒歩8分

試用期間3ヵ月/時間外あり(20時間
程度/月平均)　　※残業代別途支給

9933 サービスの職業 訪問介護職 正社員
月給217,400円〜
259,200円

①8:00～17:00
②9:00～18:00
③10:00～19:00
④8:00～20:00の間の8時間程度

小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩7分

試用期間3ヶ月/時間外あり(残業月
平均10H程度)※時間外手当は、時間
外労働の有無にかかわらず、固定残
業代として支給し、30時間を超える時
間外労働は追加で支給。

9932 サービスの職業 訪問介護職 正社員
月給217,400円〜
259,200円

①8:00～17:00
②9:00～18:00
③10:00～19:00
④8:00～20:00の間の8時間程度

東急田園都市線　用賀駅　徒
歩7分

試用期間3ヶ月/時間外あり(残業月
平均10H程度)※時間外手当は、時間
外労働の有無にかかわらず、固定残
業代として支給し、30時間を超える時
間外労働は追加で支給。

9931 サービスの職業 訪問介護職 正社員
月給217,400円〜
259,200円

①8:00～17:00
②9:00～18:00
③10:00～19:00
④8:00～20:00の間の8時間程度

各線二子玉川駅　徒歩8分 東
急大井町線上野毛駅　徒歩8
分

試用期間3ヶ月/時間外あり(残業月
平均10H程度)※時間外手当は、時間
外労働の有無にかかわらず、固定残
業代として支給し、30時間を超える時
間外労働は追加で支給。

9930 サービスの職業 介護企画職 正社員
月給207,400円〜
248,000円

①8:00～17:00
②9:00～18:00
③10:00～19:00

小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩1分

試用期間3ヶ月/時間外あり(残業月
平均10H程度)※時間外手当は、時間
外労働の有無にかかわらず、固定残
業代として支給し、25時間を超える時
間外労働は追加で支給。

9928 サービスの職業 介護企画職 正社員
月給207,400円〜
248,000円

①8:00～17:00
②9:00～18:00
③10:00～19:00

各線二子玉川駅　徒歩10分
東急大井町線　上野毛駅　徒
歩10分

試用期間3ヶ月/時間外あり(残業月
平均10H程度)※時間外手当は、時間
外労働の有無にかかわらず、固定残
業代として支給し、25時間を超える時
間外労働は追加で支給。

9929 サービスの職業 介護企画職 正社員
月給207,400円〜
248,000円

①8:00～17:00
②9:00～18:00
③10:00～19:00

東急田園都市線　用賀駅　徒
歩7分

試用期間3ヶ月/時間外あり(残業月
平均10H程度)※時間外手当は、時間
外労働の有無にかかわらず、固定残
業代として支給し、25時間を超える時
間外労働は追加で支給。

9859 サービスの職業
高齢者ディサービス
センター調理員

パート 時給1,013円 10：00～16：00（休憩60分）
東急バス渋22用01用賀駅行
き『用賀』バス停　徒歩6分 京
王線　千歳烏山駅　徒歩7分

試用期間3ヶ月/週2日以上勤務可能
な方（月～土で希望を考慮）

9917 サービスの職業
介護職(デイサービ
ス)

正社員
月給202,000円～
263,000円

8:30～17:30(休憩60分) 各線二子玉川駅　徒歩7分 試用期間6ヶ月
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9916 サービスの職業
介護職(特別養護老
人ホーム)

正社員
月給202,000円～
263,000円

①9:00～18:00
②13:00～21:00
③7:00～16:00
④22:00～翌7:00

各線二子玉川駅　徒歩7分
試用期間6ヶ月/休憩60分/時間外有
り(月平均2時間程度)　 
※週40時間内シフト制

9915 サービスの職業
保育補助≪見学可
能≫

パート 時給1,030円～1,110円
①7:00～10:30
②15:00〜20:00の内3時間以上
どちらかでも可

各線三軒茶屋駅　徒歩4分

試用期間3ヶ月/有資格者の時給
1,110円～となります。　残業無　【社
員登録制度あり】 
勤務日は左記就業時間で4日/週以
上勤務可能な方

9903 サービスの職業
三軒茶屋　介護ス
タッフ

正社員
月給210,000～230,000
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/※時間外勤務(平均
20時間/月)

9902 サービスの職業
三軒茶屋　介護ス
タッフ

パート
時給1,100円～1,210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1,120円
介護職員実務者研修:時給1,160円
介護福祉士:時給1,210円

9895 サービスの職業 訪問介護員 正社員
月給202,000円～
263,000円

9:00～18:00(休憩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)

9894 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）

9888 サービスの職業 介護職 パート
時給1,200円(一律処遇
改善手当含む)

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/週4日以
上の社会保険加入者⇒時給+150円

9884 サービスの職業
寿司部門　加工ス
タッフ

パート 時給1,053円
①8:00～13:00
②8:00～17:00（休憩60分）
③13:00～18：00

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)

9879 サービスの職業
訪問介護員(ヘル
パー)

パート
時給　1,850円　～
2,050円

①8:00～12:00
②10:00～14:00
③16:00～20:00
8:00～20:00内4時間以上

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/2～5日/週勤務可能
な方
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