
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!
8285

事務的職業 一般事務 アルバイト 時給1,500円 7:30～18:00(休憩60分)
東急大井町線等々力駅　徒
歩5分　　　 東急大井町線上
野毛駅　徒歩8分

1日実働8時間/週5日　※勤務日、勤
務時間応相談
基本的に残業は有りませんが、月1
～2回のイベント開催時は8:00～
18:30、都内会場での勤務となりま
す。

New!
8268

事務的職業 事務補助 パート
時給　1,150円～1,500
円

9:00～17:00(休憩60分)又は左
記時間帯で5時間以上/日勤
務可能な方

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5時
間/月以内)
勤務時間及び勤務日数は応相談

New!
8267

事務的職業 一般事務 正社員
月給　220,000円～
250,000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)

New!
8240

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

8275 事務的職業
経理事務のアシスタ
ント

契約社員 時給1,300円 10:00～16:00(休憩60分)
東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩5分

実働5時間/週2～3日/時間外あり(月
平均10時間程度)

8273 事務的職業 一般事務 正社員
月給200,000円～
230,000円

9:00～17:00(休60分） 各線恵比寿駅　徒歩10分
試用期間1ヶ月/月～金　※時間外月
平均5ｈ

8270 事務的職業 一般事務 パート 時給　1,300円　～ 8:30～17:00(休50分)

東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩7分 各線三軒茶屋東急
バス渋05駒沢中学校バス停
徒歩5分

試用期間3ヶ月/勤務時間・出勤日数
はご相談に応じます。
時間外無

8269 事務的職業 一般事務 正社員
月給　196,400円　～
280,000円

8:30～17:00(休50分)
東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩7分

試用期間3ヶ月/時間外有り(平均10
時間/月)

8266
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205,000円～
260,000円

8:00～17:30（休90分） 現場に直行直帰
試用期間3ヶ月(月給190,000円)/時間
外なし

8265
事務的職業

エリアマネージャー
補佐（清掃マネー
ジャー補佐）

パート 時給1,100円 8:00～17:30（休90分） 現場に直行直帰 試用期間1ヶ月/時間外なし

8251 事務的職業 一般事務 パート 時給990円～
①9:00～16:00
②10:00～17:00

京王井の頭線新代田駅　徒
歩3分

実働6時間（休憩60分）/週4日～ 
※週5日～、フルタイム等の希望応相
談

8248 事務的職業
介護補助【6/28説
明会＆面接会】

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

8246 事務的職業
事務職【6/28説明
会＆面接会】

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)

8244 事務的職業
受電＆データ入力メ
インの「事務スタッ
フ」

アルバイト 時給1,300円～ 9:30～18:30(休憩60分)
各線下北沢駅　徒歩10分 京
王線笹塚駅　徒歩10分

試用期間3ヵ月/シフト制/週4日～/研
修期間3ヶ月/
9:30、10:00スタートを含む1日実働7
時間以上の勤務必須　※時間応相
談

　　　　三茶おしごとカフェ　事務的・管理的おしごと情報一覧　（令和元年09月17日更新）
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8242 事務的職業 営業事務 正社員
月給207,000円～
300,000円

9:30～18:30(休憩60分)
東急世田谷線上町駅　徒歩5
分 東急世田谷線上町駅　徒
歩1分

試用期間3ヶ月/時間外ほぼ無し

8241 事務的職業 営業事務スタッフ パート 時給986円～ 10:00～16:00(休憩60分)
東急世田谷線上町駅　徒歩1
分

試用期間1ヶ月/実働5時間/週3日勤
務/
※お休み日応相談

8225 事務的職業 医療事務 パート 時給1,100円～
①9:00～19:00
②13:00～19:00
③9:00～17:00(休憩60分)

各線三軒茶屋駅　徒歩10分

試用期間100時間(時給990円)/③は
土曜勤務/④9:00～13:00(日曜勤務)/
シフト制/週2～3日程度/時間外あり
(月8時間程度)
※勤務日数、就業時間応相談

8218 事務的職業 事務内勤 契約社員
月給　197,500円～
235,000円

8:30～17:00（休60分）

各線下北沢駅10分 各線三軒
茶屋小田急バス下６１北沢タ
ウンホール行代沢小学校バス
停　徒歩2分

試用期間3ヶ月/時間外あり(平均3時
間/月）

8213 事務的職業 事務 アルバイト
時給1,000円(祝日は時
給1,250円)

13:00～17:00

京王線八幡山駅　徒歩15分/
京王バス「船橋交番北」下車
徒歩2分 小田急小田原線千
歳船橋駅　徒歩15分/小田急
バス「水道辻」下車　徒歩1分

試用期間2カ月/週4日～/休みは、土
日+平日1日(月・木・金のうち1日)
※平日のお休みは固定です。面接時
にご相談ください。

8202 事務的職業 医療事務 パート 時給1,050円～1,500円
15：00～19:00　勤務時間は応
相談

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） 
3～4日/週

8130 事務的職業 受付事務 パート 時給985円 9:00～17:00
東急田園都市線桜木町駅
徒歩3分

試用期間１ヶ月/週2～3日※土日祝
含む交替制勤務

8207 事務的職業 一般事務 正社員
月給190,000円～
220,000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)

8195 事務的職業 営業事務 正社員
月給180,000円～
300,000円(ご経験等配
慮致します。)

8:30～17:30(休憩60分)

東急田園都市線用賀駅　徒
歩8分 JR横浜線中山駅バス
横浜駅西口行横丁バス停　徒
歩8分

試用期間3ヶ月(職務手当/配偶者手
当支給無)/時間外有り(平均20時間/
月)

8194 事務的職業
サポートデスク(海
外からのお客様対
応)

パート 時給1,200円～1,500円 9:00～17:00(休60分)
東急田園都市線桜新町駅
徒歩1分 東京メトロ有楽町線
新富町　徒歩5分

試用期間3ヶ月/週3～5日(土日含む)
業務に慣れて頂いた後、週1回程度
19時までの残業対応をお願いする場
合がございます。

8180 事務的職業
医師事務作業補助
業務

正社員
月給163,920円～
171,820円

8:30～17:00(休60分)
東急田園都市線用賀駅バス
10分 小田急小田原線千歳船
橋駅　徒歩15分

試用期間3ヶ月(面接時に詳細説明
(有資格者のみ))/残業は10～40時間
/月程度で配属部署によって異なる 
【他職種での採用実績あり】

8191 事務的職業
医師事務作業補助
（メディカルアシスタ
ント）

パート 時給1,050円～1,200円
①8:30～17:00(平日)
②8:30～12:15(土)

京王井の頭線久我山駅　徒
歩8分

試用期間2ヶ月/①休憩60分/週4～5
日程度/月1～2回土曜勤務あり/時
間外あり(月5～10時間程度)
※土曜勤務は応相談/※配属先に
よって30分程度の早出・遅出あり

8139 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)

8138 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)
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8179 事務的職業 医療事務 正社員
月給163,920円～
171,820円

8:30～17:00(休60分)

小田急小田原線成城学園前
駅渋谷行成育医療研究セン
ターバス停　徒歩5分 東急田
園都市線用賀駅成城学園前
駅行大蔵二丁目バス停　徒歩
5分

試用期間3ヶ月(面接時に詳細説明
(有資格者のみ))/残業は10～40時間
/月程度で配属部署によって異なる 
【他職種での採用実績あり】

8178 事務的職業 医療事務 パート 時給990円～1,040円
①8:30～17:00(休60分)
②9:00～16:00(休60分)
③10:00～15:00(休60分)

小田急線成城学園前駅/バス
停成育医療研究センター徒歩
5分 田園都市線用賀駅/バス
停大蔵2丁目徒歩5分

試用期間3ヶ月(面接時に詳細説明)/
週2日～3日 
①②③何れかの選択可能　『他職種
での採用実績有り】

8177 事務的職業 入力補助 パート 時給1,200円 10:00～17:00までで応相談
各線二子玉川駅よりバス「永
安寺前」下車　徒歩7分

当初は週1日、3時間程度のお仕事で
す。徐々に慣れていっていただきま
す、

8174 事務的職業
新卒・中途採用業
務全般

アルバイト 時給985円 9:00〜18:00(休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

8172 事務的職業
一般事務・経理事
務/世田谷区

パート 時給1,000円～1,500円 9:00～16:00(休憩60分)
東急世田谷線若林駅　徒歩3
分

試用期間3ヶ月/週3日～

8171 事務的職業
一般事務・経理事
務/世田谷区

正社員
月給180,000円～
270,000円

9:00～17:30(休憩60分)
東急世田谷線若林駅　徒歩3
分

試用期間3ヶ月

8170 事務的職業 事務員 パート 時給1,050円 15：30～20:30

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/16時からの勤務相談
可

8134 事務的職業 経理・総務スタッフ 正社員
月給　200,000円　～
250,000円

8:10～17:05(休55分) 東急田園都市線桜新町駅8分
試用期間3ヶ月/残業は月10～15時
間程度

8133 事務的職業 総務経理補助 正社員
月給　200,000円　～
250,000円

8:10～17:05(休55分)
東急田園都市線桜新町駅
徒歩8分

試用期間3ヶ月/残業は月10～15時
間程度

8126 事務的職業 受付・医療事務 正社員 月給218,000円～
①7:40～17:00
②8:30～17:30(休憩90分)

小田急小田原線梅ヶ丘駅　徒
歩1分

試用期間3か月/③11:00～19:30④
12:00～20:30⑤13:00～21:00　※③④
⑤休憩60分、月に各1回程度の出勤
あり
※残業あり(月10時間程度)

8124 事務的職業 事務作業スタッフ パート 時給1,100円 10:00～16:00(休憩60分)
東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩2分

試用期間3ヶ月/就業時間内で、1日3
時間程度を予定(業務量により、ご相
談の上調整します)
週2～3日程度/勤務時間等応相談

8113 事務的職業
コンシェルジュ(営業
事務職/ほけんの窓
口)

正社員 月給200,000円～ 9:30～18:00(休60分) 各線三軒茶屋駅　徒歩2分
試用期間6ヶ月/シフト制/残業時間:
月5～10時間以内 
勤務時間は応相談

8118 事務的職業
人事総務(リーダー・
サブリーダー候補)

正社員
月給213,500円～
303,700円

9:00～17:45(休憩45分)
東急田園都市線池尻大橋駅1
分

試用期間3ヶ月/時間外あり(月平均
10ｈ程度)

8090 事務的職業 ICT事務サポート パート 時給1,200円 8：00～16:00
小田急小田原線線経堂駅12
分

勤務時間並びに勤務曜日は相談可
(必須出勤日は月・水・木)
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8114 事務的職業
損害保険・生命保
険の契約募集業務
（営業）

正社員以外
月給20万円～45万円
(経験・能力による※営
業手当2万円含む)

9:00～18:00(休憩60分)
各線三軒茶屋駅　徒歩12分
東急世田谷線若林駅　徒歩4
分

試用期間2ケ月/週5日(平日)

8086 事務的職業
一般事務職(受注処
理など)

アルバイト 時給1,000円 9:00～18:00(休60分)
東急田園都市線桜新町駅
徒歩3分

週3日程度もしくは週5日勤務/勤務
日・勤務時間等応相談
※研修期間2ヶ月あり

8085 事務的職業 出荷作業 アルバイト
時給1,000円　（土曜日
は時給70円増し）

9:00～17:00(休憩75分) 各線下北沢駅　徒歩4分 試用期間2ヶ月/週5日

8084 事務的職業
しらす類製品の検
品とパック詰め

パート
時給990円（土曜日は
時給70円増し）

9:00～17:00(休憩75分) 各線下北沢駅　徒歩4分
試用期間2ヶ月/週3日から/勤務時間
も3時間/日から可能　（時間帯につい
てはご相談下さい。）

4 / 4 ページ


