
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!
10263

事務的職業 教室スタッフ アルバイト 時給1,013円～ 9:30～21:30
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/1日5時間～/週3日
～/  ※勤務時間応相談

New!
10262

事務的職業 教室スタッフ アルバイト 時給1,013円～ 9:30～21:30
京王線千歳烏山駅　徒歩2分
京王線千歳烏山駅　徒歩5分

試用期間3ヶ月/1日5時間～/週3日
～/  ※勤務時間応相談

New!
10261

事務的職業 教室スタッフ アルバイト 時給1,013円～ 9:30～21:30 各線三軒茶屋駅　徒歩3分
試用期間3ヶ月/1日5時間～/週3日
～/  ※勤務時間応相談

New!
10260

事務的職業 教室スタッフ アルバイト 時給1,013円～ 9:30～21:30
小田急小田原線経堂駅　徒歩
1分

試用期間3ヶ月/1日5時間～/週3日
～/  ※勤務時間応相談

New!
10255

事務的職業 営業事務スタッフ パート 時給1,300円 11:00～17:00 各線恵比寿駅　徒歩2分

シフト制(曜日・時間固定シフト)⇒週4
日勤務:月・水・木・金
【休憩について】決められた休憩時間
はありませんが、任意で取ることは可
能です

New!
10256

事務的職業
警備会社の管制担
当

正社員
月給220,000円　(月平
均労働日数21.2日)

①7:00～16:00
②14:00～23:00
③23:00～翌8:00
/①②③とも休憩60分

各線三軒茶屋駅　徒歩3分
試用期間6か月/時間外あり（月平均
5ｈ程度）

New!
10252

事務的職業
受付清掃/九品仏
複合施設

パート 時給1,160円 8:00～17:00（休憩60分）
東急大井町線九品仏駅　徒歩
3分

試用期間3か月/週2～3日　※土日祝
勤務可能な方！

New!
10251

事務的職業
夜間受付/玉川区
民会館

パート 時給1,160円 16:55～22:05 各線二子玉川駅　徒歩8分 週2～3日

New!
10249

事務的職業
受付清掃/下馬複
合施設

パート 時給1,160円
①7:45～16:45
②7:45～12:00

各線三軒茶屋駅より、東急バ
ス「世田谷観音」もしくは「学芸
大学付属高校」下車　徒歩1分

試用期間3か月/①週1～2日②週2日
※土日祝日含め週3～4日勤務可能
な方

10235 事務的職業 一般事務 正社員
月給197,000円～
218,000円(固定残業代
含む)

8:30～17:00(休憩60分)
東急田園都市線用賀駅　徒歩
20分 東急バス「聖ドミニコ学
園」「六の橋」下車　徒歩3分

試用期間3ヶ月/変形労働制(1ヶ月単
位)/時間外あり(15時間程度/月平
均)/
【固定残業について】月20時間分、
26,000円～28,500円を支給　※時間
超過分は別途支給

10202 事務的職業 弁護士秘書 正社員
月給250,000円～
300,000円

9:30～18:30(休憩60分) 各線三軒茶屋駅　徒歩5分
試用期間3ヶ月/時間外あり(20時間
以内/月平均)　※時間外手当別途支
給

10194 管理的職業
就労継続支援B型
サービス管理責任
者

正社員 月給262,000円～ 9:00～18:00(休憩60分)
小田急小田原線喜多見駅　徒
歩1分

試用期間1ケ月(時給1,100円～)/時
間外あり(月平均5～10H程度)

10192 管理的職業
児童デイサービス
児童発達支援管理
責任者

正社員 月給262,000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1ケ月(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)

10191 管理的職業
児童デイサービス
児童発達支援管理
責任者

正社員 月給262,000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1ケ月(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)

　　　　三茶おしごとカフェ　事務的・管理的おしごと情報一覧　（令和3年01月12日更新）
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10190 管理的職業
児童デイサービス
児童発達支援管理
責任者

正社員 月給262,000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1ケ月(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)

10187 事務的職業 一般事務(人事部) 正社員
月給180,000円〜
280,000円

8:30〜17:20(休憩50分)

東急バス二子玉川駅目黒駅
行『等々力7丁目』バス停　徒
歩1分 東急大井町線尾山台
駅　徒歩15分

試用期間3ヶ月/時間外:平均10時間/
月　時差出勤制度有7:30～又は10：
00何れかの出勤も選択可能です。

10185 事務的職業 経理事務(経理部) 正社員
月給180,000円〜
280,000円

8:30〜17:20(休憩50分)

東急バス二子玉川駅目黒駅
行『等々力7丁目』バス停　徒
歩1分 東急大井町線尾山台
駅　徒歩15分

試用期間3ヶ月/時間外:平均10時間/
月　時差出勤制度有7：30又は10：00
何れかの出選択も可能です。

10151 事務的職業 総務経理 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/年棒には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。

10175 事務的職業 一般事務 パート 時給1,300円
9:00〜17:00(休憩60分)　の内6
時間

東急田園都市線池尻大橋駅
徒歩1分 東急・小田急バス
『池尻』バス停　徒歩1分

試用期間1カ月/3日/週～勤務可能
な方で勤務時間帯は相談可(月～金
出社可能な方歓迎)

10172 事務的職業
出荷作業を含む一
般事務

アルバイト 時給1,500円 10:00〜18:00(休憩60分)
京王井の頭線新代田駅/東松
原駅　徒歩5分

試用期間10日/週3日～/実働7時間
※勤務時間応相談

10171 事務的職業 一般事務 正社員 月給170,000円※ 9:00～17:30(休憩60分) 各線二子玉川駅　徒歩2分

試用期間3ヶ月(基本給１万円減/一
部手当は試用期間終了後から付与)/
時間外あり(月平均5時間)
※配偶者手当10,000円/住宅手当
6,000円～9,000円(社内規定による)を
別途支給

10162 事務的職業
【週20hr未満】医療
事務【未経験歓迎】

パート 時給1,050円
①8:40～12:40
②13:50～17:50

東急大井町線尾山台駅　徒歩
2分 東急バス『等々力』バス停
徒歩5分

試用期間3カ月　　　(時給1,013円)/①
又は②いずれかで週1～3日勤務可
能な方(土曜日は①の勤務のみ)

10140 事務的職業
総務／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。

10138 事務的職業
学校経理／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。

10136 事務的職業 整備受付事務 パート 時給1,100円～ 9:30～18:10(休憩60分)
丸ノ内線方南町駅　徒歩10分
京王線代田橋駅　徒歩10分

★残業無し/週3日程度～　※就労日
数、時間は相談可！短時間もOKです
★扶養の範囲での勤務も可能ですの
で、ご相談ください

10135 事務的職業
受付事務兼車検持
込

パート 時給1,100円～ 9:30～18:10(休憩60分) 京王線八幡山駅　徒歩9分

★残業無し/週3日程度～　※就労日
数、時間は相談可！短時間もOKです
★扶養の範囲での勤務も可能ですの
で、ご相談ください

10079 事務的職業
入金管理業務【60
歳以上対象】

パート 時給1,031円～ 9:00～18:00(休憩45分) 各線三軒茶屋駅　徒歩7分
試用期間3ヶ月/週3日～勤務/左記
就業時間内で6時間勤務

10078 事務的職業
情報入力業務(パー
ト)

アルバイト 時給1,031円～ 9:00～18:00(休憩45分) 各線三軒茶屋駅　徒歩7分
試用期間3ヶ月/週3日～勤務/左記
就業時間内で6時間程度　※勤務時
間応相談
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10093 事務的職業
エリアマネージャー
（清掃マネージャー）

正社員
月給225,000円～
280,000円

8:00～17:30（休憩90分） 直行直帰
試用期間3ヶ月(月給200,000円)/時間
外なし

10084 事務的職業
夜間受付/烏山区
民センター

パート 時給1,160円 16:50～22:05
京王線千歳烏山駅北口　徒歩
1分

試用期間3か月/週4日　※土日祝日
勤務可能な方

10055 事務的職業 一般事務 パート 時給1,050円～1,200円 9:00～16:00(休憩60分) 各線三軒茶屋駅　徒歩3分

試用期間6ヶ月/週3日～　/　※勤務
時間応相談 
【入社後について】介護の現場にて研
修を受けていただく場合があります

10053 事務的職業
警備員の出退勤確
認及び事務(本社コ
ントロールセンター)

アルバイト 時給1,125円 17:30～翌朝8:30(休憩285分) 各線下北沢駅　徒歩5分

試用期間1ヶ月程度/シフト制/週1日
～/※36協定特別条項締結済
※1回の出勤につき、残業手当(2.25h
分)+深夜手当を別途支給致します

10049 事務的職業
一般事務アシスタン
ト

パート 時給1,100円～1,150円 8:50～17:50(休憩60分)

小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩17分 東急バス等12砧町
又は各バス渋23園01三本杉
バス停　徒歩3分

試用期間3か月/社員登用制度有　勤
務時間・日数についてはご相談下さ
い

10031 事務的職業 医療事務 パート 時給1,200円～1,500円 10:00～19:30(休憩90分) 各線三軒茶屋駅　徒歩1分

試用期間3ヶ月/シフト制/1日4時間～
/週4日～/  ※勤務時間応相談
※正社員希望の方は、お気軽にご相
談ください

10028 事務的職業 診療助手 パート 時給1,050円～1,200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(時給1,050円)/週2日
～/③は時間内で7時間程度/ ※勤
務時間応相談

10026 事務的職業 医療事務 パート 時給1,100円～
9:00～12:30/15:00～18:30(休憩
150分)

小田急小田原線経堂駅　徒歩
2分

試用期間3ヶ月/週3日～/ ※木・土は
9:00～12:30勤務/　※午前だけの勤
務、午後だけの勤務など勤務時間応
相談
【医療事務実務経験1年以上の方】時
給1,200円～

10019 事務的職業 事務職 契約社員 月給191,000円 8:30～17:30(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)

10015 事務的職業
販促POP等の制作・
アシスタント業務

パート 時給1,050円～ 9:00～18:00
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ヶ月程/1日4時間～/週3
日～/　　※勤務日、勤務時間応相談
※【正社員求人について】ご希望の方
は、お気軽にご相談ください

9996 事務的職業 会計士補助 正社員
月給　240,000円～
320,000円

9:00～17:00(休憩60分)

田園都市線駒沢大学駅　徒歩
5分 各線三軒茶屋駅東急バ
ス田園調布行き駒沢大学駅
前バス停　徒歩2分

試用期間3ヶ月(業務習得状況により
短縮可)/時間外有(繁忙期のみ20時
間/月程度)

9993 事務的職業
医療事務【週20hr未
満】

パート 時給1,050円～1,500円

①15：00～19:00　勤務時間は応
相談
②水曜のみ9:00～17:00（休憩60
分）

京王線桜上水駅　徒歩2分
試用期間3ヶ月/時間外有り（平均10
時間/月） 
①3～4日/週

9985 事務的職業 一般事務 正社員 月給170,000円～ 9:00～17:00(休憩60分)
小田急/東急バス「砧南中学
校前」下車　徒歩1分 各線二
子玉川駅　徒歩18分

試用期間3ヶ月(日給8,000円)/実働7
時間/時間外あり(月2時間程度)　※
残業代別途支給

9978 事務的職業
営業(100%反響営
業)

正社員
月給268,000～358,000
円

8:00～18:00(休憩130分)
東急大井町線等々力駅　徒歩
5分

変形労働時間制(1年単位)/時間外あ
り(27時間/月平均)※時間外別途支
給/36協定特別条項締結済
【時間外について】繁忙期は1ヶ月78
時間以内、1年720時間以内とし、年6
回以内とする
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9968 事務的職業 事務スタッフ アルバイト
時給1,015円(祝日は
25％割増、時給1,269
円)

13:00～17:00

小田急小田原線千歳船橋駅
徒歩17分
小田急バス「希望ヶ丘東公
園」下車　徒歩2分

試用期間2ヶ月/火～土(勤務日数:5
日/週) 　※火～土が祝祭日の場合も
出勤
※時間外はほとんどありません

9913 事務的職業 事務作業及び接客 正社員
月給250,000円(固定残
業代12時間分20,000円
含む)

10:00～19:00の間の7時間程度
(休憩100分)

各線三軒茶屋駅　徒歩1分

試用期間3ヶ月/【実働7時間20分
/44H特例措置対象事業所】
時間外あり(5時間程度/月) ※12時間
を超えた分は別途支給

9910 事務的職業 経理及び一般事務 パート 時給1,015円～ 9:30～18:00 京王線代田橋駅　徒歩3分
試用期間3ヶ月程度/左記就業時間
で、1日5時間程度～/週1日～
※勤務時間応相談

9908 事務的職業
薬局事務・調剤アシ
スタント

正社員
月給169,000円～
220,000円

①月～金 9:00～18:00
②土 9:00～15:00
③日 9:00～12:00

各線三軒茶屋駅　徒歩5分
試用期間3か月/①②③の中で週40
時間勤務のシフト制
時間外あり(月10h程度)

9897 管理的職業
アクティ等々力　管
理者

正社員
月給260,000円～
350,000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)

9896 管理的職業
ひばり豪徳寺　管理
者

正社員
月給260,000円～
350,000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)

9891 事務的職業
新卒・中途採用業
務全般

アルバイト 時給1,013円 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ヶ月間/雇用形態・就業日
数・就業時間は柔軟に調整します

9890 管理的職業 副園長(園長候補) 契約社員
月給300,000円～
330,000円

9:00～18:00(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/時間外あり(月平均
10ｈ程度) 　※時間外別途支給

9887 事務的職業
事務スタッフ【週
20hr未満】

パート 時給1,060円 8:30～15:00（休憩60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2日シフト勤務/土
日・年末年始勤務可能な方
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