
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!
9706

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

①週2～3日②週2～3日

New!
9692

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

9668 サービスの職業
受付アシスタント
【オープニングスタッ
フ募集】

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)

9636 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

9522
サービスの職業

訪問介護員【60歳
以上対象】

正社員
月給185,000円～
245,000円

7:00～20:00（休憩60分）そのうち
9時間拘束

 
・週4日勤務や1日5時間勤務といった
時短正社員相談可

9521 サービスの職業
訪問介護員【60歳
以上対象】

パート

（生活援助）時給1,600
円～1,800円（身体介
護）時給1,800円～
2,400円

7:00～20:00（休憩は法定通り）
の間でご都合の良い時間

 

週1日1時間～　曜日・時間応相談/自
転車貸与 
年齢制限の理由：60歳以上の高年齢
者等の特定年齢層の雇用促進（省令
3号の二）

9520 サービスの職業 訪問介護員 パート

（生活援助）時給1,600
円～1,800円（身体介
護）時給1,800円～
2,400円

7:00～20:00（休憩は法定通り）
の間でご都合の良い時間

 
週1日1時間～　曜日・時間応相談/自
転車貸与

9575 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。

9574 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。

9635 サービスの職業
介護職/小規模多
機能型居宅介護

正社員
月給:200,000円～
280,000円

勤務時間等に詳細参照
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:12:00～21:00(休憩60分)
夜勤:21:00～翌7:00(休憩120分)

9634 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)

正社員
月給200,000円～
280,000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)
夜勤:21:15～翌7:15(休憩120分)

9643 サービスの職業 カラーリスト 正社員 月給240,000円 8:30～17:30(休憩60分) 京王線千歳烏山駅　徒歩3分 試用期間1カ月(無し)/週5日

9639 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 0

試用期間3ヶ月/変形労働制(1年単
位)　時間外：なし

9638 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

試用期間3ヶ月/週3～5日勤務可能
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2年09月14日更新）
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9614
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

9608 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～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/※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

9600 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)

9598 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

9592 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。

9580 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！

9567 サービスの職業
【60歳以上対象】マ
ンションの管理員/
新宿区

パート 時給1,013円 7:30～16:30
東京メトロ副都心線西早稲田
駅　徒歩8分

試用期間1ヶ月/月～金の勤務（祝日
は7:30～10:00の勤務で休憩なし） 
年齢制限の理由：60歳以上の高年齢
者等の特定年齢層の雇用促進（省令
3号の二）

9557 サービスの職業
マンションの管理員
/新宿区

パート 時給1,013円 7:30～16:30
東京メトロ副都心線西早稲田
駅　徒歩8分

試用期間1ヶ月/月～金の勤務（祝日
は7:30～10:00の勤務で休憩なし）

9564 サービスの職業
施設管理員/砧総
合支所

パート 時給1,180円
①7:30～16:30
②16:15～22:15

小田急小田原線成城学園前
駅　徒歩3分

①週2～3日②週2～3日

9539 サービスの職業
宿舎管理人業務
【急募】

契約社員 時給1,015円 9:00〜18:00(休憩60分)

小田急小田原線成城学園前
各バス『成育医療研究セン
ター前』バス停　徒歩5分 東急
田園都市線用賀駅成城学園
前行き『大蔵二丁目』バス停
徒歩5分

試用期間3カ月/時間外:平均3時間/
月　繁忙期(3・4月)には２０時間/月
(今年度は残業無し)　制服無し

9537 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

9516 サービスの職業 カラーリスト パート 時給1,300～1,400円 8:30～17:30（休憩60分） 京王線千歳烏山駅　徒歩3分
試用期間1カ月(無し)/週1～週5日
※土日に出勤出来る方を歓迎しま
す。

9515 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

9502 サービスの職業 訪問介護員 正社員 月給216,000円～ 9:00～18:00
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
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9492 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)

9490 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)

9489 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

9480 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

9479 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)

9478 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）

9477 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

9441 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

9473 サービスの職業
保育園での調理補
助

パート 　時給1,100円 8:15～15:00(休憩45分)
各線下北沢駅　徒歩7分 東急
田園都市線桜新町駅又は用
賀駅　徒歩8分

試用期間3ケ月/週3日～5日程度
/8:00～16:00の間3～6時間程度　曜
日並びに勤務時間は要相談

9469 サービスの職業 保育補助 パート 時給1,030円～
①7：00〜10:00
②15：00～20:00

小田急バス経堂行宝性寺バ
ス停　徒歩1分 京王バス経堂
行船橋７丁目バス停　徒歩3
分

試用期間3ヶ月/２日/週以上勤務可
能な方でシフト制

9468 サービスの職業 調理師 正社員
月給177,000円～
255,000円

①7：45～16：15
②8：30～17：00
③9：00～17：30（各休45分）

小田急バス経堂行宝性寺バ
ス停　徒歩1分 京王バス経堂
行船橋７丁目バス停　徒歩3
分

試用期間3ヶ月/時間外１時間/月　 
勤務時間帯は相談可

9466 サービスの職業 調理員（食育指導） 正社員
月給214,800円〜
222,300円

7：15〜18：30(休憩60分)間の８
時間程度

小田急小田原線豪徳寺駅　徒
歩2分

試用期間3ヶ月/土曜日はシフトによ
り半日勤務あり（４～５ｈ位） 
住宅手当 8,000円・特勤手当 8,000
円・処遇改善手当 20,000円上記月給
に含む/変形労働時間制（１年単位）

9465 サービスの職業 学童指導員 パート 時給1,020円～

①14:00～18:30
②14:30～18:30
③13:00～18:30
④9:00～14:00

小田急小田原線経堂駅　徒歩
7分 東急バス/小田急バス「農
大前」下車　徒歩5分

試用期間2ヶ月/週1日～/①月・金②
火・木③水④土/固定シフト  ※基本
固定のシフトですが、ご相談に応じま
す
【学校が長期休み時の勤務につい
て】9:30～18:30(休憩60分)⇒4月、8
月、12月、3月/週1日～

9447 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駅前
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。
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9445 サービスの職業
調理・接客スタッフ
【週20hr未満】≪未
経験歓迎≫

アルバイト 時給1,300円 9:30～15:30 各線三軒茶屋駅　徒歩4分
試用期間1ヵ月/毎週土曜日・日曜日
のみ

9444 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。

9440 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
小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩1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(土日のど
ちらか1日＋平日2日)/②週2日(土日
両日)

9439 サービスの職業 受付/アシスタント パート 時給1,030円 10:00～20:00
小田急小田原線経堂駅　徒歩
10分

試用期間60時間(時給1,013円)/シフ
ト制/【勤務時間】①10:00～14:00②
15:00～20:00  ※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(土日のど
ちらか1日＋平日2日)/②週2日(土日
両日)

9438 サービスの職業 受付/アシスタント パート 時給1,110円～1,200円 10:00～20:00 各線三軒茶屋駅　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(土日のど
ちらか1日＋平日2日)/②週2日(土日
両日)

9437 サービスの職業 受付/アシスタント パート 時給1,110円～1,200円 8:00～20:00 各線三軒茶屋駅　徒歩8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(土日のど
ちらか1日＋平日2日)/②週2日(土日
両日)

9432 サービスの職業
調理補助及びホー
ル清掃【60歳以上
対象】

パート 時給1,150円〜1,200円 6時30分〜9時00分 各線下北沢駅　徒歩5分
①②どちらかでも可能 　3〜6日/週
勤務可能な方　①出来る方優先

9431 サービスの職業
調理補助及びホー
ル清掃

パート 時給1,150円〜1,200円 6時30分〜9時00分 各線下北沢駅　徒歩5分
①②どちらかでも可能 　3〜6日/週
勤務可能な方　①出来る方優先

9426 サービスの職業 学童保育スタッフ パート 時給1,200円～1,800円
13:00～19:00の間の3～5時間程
度(週1～5日)

京王線笹塚駅　徒歩3分 試用期間1ヶ月

9392 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

9391 サービスの職業 保育補助 パート
時給1,050円(9～18
時)/時給1,250円(7～9
時・18時以降)

月～金／14:00～18:00　土曜／
8:00～18:00(休憩60分・実働8時
間)

小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩9分/経堂駅　徒歩15分

試用期間3ヶ月/週4日～5日勤務でき
る方。土曜は月1回程度

9390 サービスの職業
デイサービス　ケア
スタッフ

パート 日給10,000円 8:30～17:00(休憩60分)
小田急小田原線経堂駅　徒歩
7分

週3日以上～/時間外なし　※勤務
日、勤務時間応相談

9389 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

9367 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)
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9363 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)

9361 サービスの職業 歯科助手・受付 パート 時給1,100円～
①9:00～13:00
②14:00～20:30(休憩30分)
③17:30～20:30

東急田園都市線用賀駅　徒歩
1分

試用期間3ヵ月程度(時給1,050円)/週
2日～/③は1日3時間～/※勤務日、
勤務時間応相談
※歯科衛生士の資格をお持ちの方
は、時給1,600円～

9360 サービスの職業 歯科助手・受付 正社員
月給200,000円～
240,000円

①9:00～18:00
②14:00～20:30(休憩90分)

東急田園都市線用賀駅　徒歩
1分

試用期間3ヵ月(月給190,000円)/シフ
ト制/①+②で週44時間労働(特例措
置対象事業場/病院、診療所)
※技能手当(20,000円)別途支給

9345 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

9344 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

9343 サービスの職業 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～

①8：30～17：30
②9：00～18:00
③9：20～18：20(休憩60分)

東急バス渋82『深沢不動前』
バス停　徒歩6分 東急バス恵
32『学芸付属中学校』バス停
徒歩4分

時間外有り：０～５時間/月　　２〜４
日/週勤務(土曜勤務尚可)
勤務時間は①～③のシフト制 
 時給には処遇改善手当/特定処遇
改善手当を含む

9342 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

9339 サービスの職業 保育士補助 パート
時給1,050円～(保育士
資格取得者優遇)

7:15～18:30のうち1日3h～以上
小田急小田原線豪徳寺駅　徒
歩2分

試用期間3ヶ月(同条件)/週3日～勤
務にて応相談

9335 サービスの職業

スクールスタッフ/キ
ティインターナショナ
ルスクール【60歳以
上対象】

パート 時給1,100円～
①6:30～9:30
②17:00～19:30

東急田園都市線用賀駅　徒歩
10分 各線二子玉川駅　徒歩
14分

試用期間3ヶ月(時給1,050円～)/①②
でお好きな時間で勤務可能/週1日～
OK 
※その他資格手当等は別途

9334 サービスの職業
スクールスタッフ/キ
ティインターナショナ
ルスクール

パート 時給1,100円～
①6:30～9:30
②17:00～19:30

東急田園都市線用賀駅　徒歩
10分 各線二子玉川駅　徒歩
14分

試用期間3ヶ月(時給1,050円～)/①②
でお好きな時間で勤務可能/週1日～
OK 
※その他資格手当等は別途

9318 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。
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