
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

8722
輸送・機械運転
の職業

送迎運転手/営繕・
施設管理業務

パート
時給制1,013円(運転時
間中は時給+50円)

8:30～17:30(休憩60分)
東急田園都市線「桜新町」駅
徒歩10分 東急世田谷線「上
町」駅　徒歩9分

試用期間3か月/週2日程度～
【就業時間について】②8:30～12:30
③13:30～17:30　での勤務もご応募
可能です

8717
専門的・技術的
職業

看護師(正・准) 正社員
月給260,000円～
300,000円

①9:00～18:00(休憩60分)
②9:00～17:00(休憩60分)
③9:00～13:00

各線三軒茶屋駅　徒歩6分
試用期間3ヶ月/①(月・水・金) ②(木)
③(土)/ 時間外あり(月1時間程)

8689
専門的・技術的
職業

保育士 正社員
月給202,300円～
221,000円

7:15～18:30（休憩60分）のうち8
時間

小田急小田原線豪徳寺駅　徒
歩2分

試用期間3ヶ月/時間外：無し　変形
労働

8708 販売の職業 販売職 パート
時給1,050円～
※研修時(30時間)は時
給1,020円

6:30～22:00
東急田園都市線池尻大橋駅
徒歩10分 東急田園都市線池
尻大橋駅　徒歩10分

上記就労時間の中で、1日4時間～/
週2～3日勤務～

8707 販売の職業 販売職 正社員
月給200,000円～
300,000円

6:30～22:00(休憩60分)
東急田園都市線池尻大橋駅
徒歩10分 東急田園都市線池
尻大橋駅　徒歩10分

試用期間3ヶ月/上記就労時間の中
で、8時間勤務/シフト制/時間外あり
※早番、遅番のシフト制が基本となり
ます。

8706 生産工程の職業 製造職 パート
時給1,050円～
※研修時(30時間)は時
給1,020円

①6:00～18:00
②21:00～翌6:00

東急田園都市線池尻大橋駅
徒歩10分

上記就労時間の中で、1日4時間～/
週2～3日勤務～ 
【②の時給について】時給1,313円
※研修時は時給1,275円

8705 生産工程の職業 製造職 正社員
月給200,000円～
350,000円

①6:00～18:00
②21:00～翌6:00(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/①は上記就労時間
の中で、8時間勤務/シフト制/時間外
あり 
②シフト制/時間外あり

8704 生産工程の職業 製造職 パート
時給1,050円～
※研修時(30時間)は時
給1,020円

6:30～21:00
東急田園都市線池尻大橋駅
徒歩10分

上記就労時間の中で、1日4時間～/
週2～3日勤務～
※【時給について】6:30もしくは17:00
からの始業で週4日以上勤務の方は
時給1,080円～

8703 生産工程の職業 製造職 正社員
月給200,000円～
350,000円

6:30～21:00(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/上記就労時間の中
で、8時間勤務/シフト制/時間外あり

8679
専門的・技術的
職業

児童デイサービス
職員

正社員 月給232,000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3か月(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)

8678
専門的・技術的
職業

児童デイサービス
職員

正社員 月給232,000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3か月(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)

8677
専門的・技術的
職業

児童デイサービス
職員

正社員 月給232,000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3か月(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)

8670 販売の職業 営業職 正社員
月給230,000円～
350,000円

9:00～17:30（休60分）
京王線代田橋駅　徒歩5分 京
王井の頭線新代田駅　徒歩7
分

試用期間3ヶ月/◆月に1～2回程度、
土曜日出勤あり　※繁忙期のみ残業
あり(月20ｈ程度)

8669
専門的・技術的
職業

一般作業員 正社員
月給200,000円～
300,000円

8:30～17:30(休憩60分) 各線三軒茶屋駅　徒歩8分
試用期間3ヶ月/※時間外あり　月20
時間程度

　　　　三茶おしごとカフェ　その他のおしごと情報一覧　（令和2年01月27日更新）
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8651 生産工程の職業
電子部品の組立・
検査(玉川工場勤
務)

パート 時給1,050円 9:00～17:30(休憩60分)
東急バス玉11系統玉川温室
村バス停　徒歩1分

試用期間3ヵ月/9:00～17:30の内　6
時間/日及び4～5日/週　相談可

8647
輸送・機械運転
の職業

教習指導員(総合
職)

契約社員
時給1,367円(資格取得
後)　※資格取得前　時
給1,100円

①9:35～21:35(平日)
②9:35～20:35(土曜)
③9:35～18:35(日祝)

各線二子玉川駅　徒歩7分
※送迎バスあり 小田急バス
「砧南中学校前」下車　徒歩10
分　※送迎バスあり

試用期間3ヶ月/※資格取得前 9:30
～18:30(実働8時間)/取得後は1ヶ月
ごとのスケジュールを作成・提出。左
記時間の内1日5時間以上、月130時
間以上で自己申告/休憩：昼食時50
分、夕方10分

8646
専門的・技術的
職業

栄養士 契約社員 月給200,000円
①8:00～17:00
②10:00～19:00(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/実働8ｈ/変形(1ヵ月
単位)/時間外あり(月平均3ｈ程度)

8645
専門的・技術的
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)

8644
専門的・技術的
職業

保育士 正社員 月給220,000円
①7:15～21:45(平日)
②7:00～20:00(土)

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)

休憩60分/実働8ｈ/変形(1ヵ月単位)/
クラス担当手当10,000円(担当受け持
ち後支給)
時間外あり　月平均3ｈ程度(残業にな
らないように書類作成日を設定してい
ます)

8632
専門的・技術的
職業

栄養士、調理員 契約社員 月給210,000円～
8:30～17:30　※実働8時間(休1
時間含む)

①みんなのおうち保育園:京王
線　桜上水/上北沢駅下車徒
歩8分 ③にじのおうち保育園
:京王線　桜上水駅下車徒歩
15分/小田急小田原線　経堂
駅下車徒歩15分

8631
専門的・技術的
職業

保育士 正社員

月給(住宅手当含
む)192,900円～(短大・
専門卒)202,400円～
(大卒)

7:15～20:15のうち実働8時間

①みんなのおうち保育園:京王
線　桜上水/上北沢駅下車徒
歩8分 ③にじのおうち保育園
:京王線　桜上水駅下車徒歩
15分/小田急小田原線　経堂
駅下車徒歩15分

試用期間3か月/7:15～16:15/8:30～
17:30/9:15～18:15/10:15～
19:15/11:15～20:15　※シフト制

8627
輸送・機械運転
の職業

ドライバー パート 時給1,200円
10:30～19:30※労働者のシフト
による。

東急田園都市線駒沢大学駅/
桜新町駅　徒歩12分

試用期間1か月/2時間～の短時間勤
務可能。時間帯、出勤日については
応相談。

8626
専門的・技術的
職業

フラワーディレク
ター助手

アルバイト 時給1,100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日以上もしくは週5日勤務/勤務
日・勤務時間等応相談
※研修期間2ヶ月あり

8588 販売の職業
不動産営業総合職
(賃貸仲介管理･コン
サルティング・売買)

正社員
月給290,000円～　（経
験に応じて）

9:00～18:00(休憩90分)
東急世田谷線世田谷駅　徒歩
4分 各線世田谷区役所入口
バス停　徒歩1分

試用期間6ヶ月/時間外あり(平均30
時間/月)　月給には見込残業代45時
間相当分（74,000円）を含んでおり45
時間を超過した場合は超過分を別途
支給します。

8570
専門的・技術的
職業

保育士・児童指導
員・児童発達支援
管理責任者

正社員
月給184,336円～
300,000円

平日9:30～19:00  土日祝日9:00
～18:00(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か月/時間外有り(固定残
業代15時間又は30時間を選択して頂
けます。)
選択して頂いた見込み残業時間を超
過した場合は別途残業分を支給しま
す。

8569
専門的・技術的
職業

保育士・児童指導
員・児童発達支援
管理責任者

契約社員
月給184,336円～
300,000円

平日9:30～19:00  土日祝日9:00
～18:00(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か月/時間外有り(固定残
業代15時間又は30時間を選択して頂
けます。)
選択して頂いた見込み残業時間を超
過した場合は別途残業分を支給しま
す。

8614
専門的・技術的
職業

保育士/三軒茶屋
バイリンガン幼稚舎

パート 時給1,200円～1,400円 7:45～18:00 各線三軒茶屋駅　徒歩5分

試用期間3か月/左記就労時間の中
で、4時間以上～/週2日～/シフト制
(月曜～金曜)/時間外なし/
※勤務日、勤務時間応相談 / ※休
憩時間は法定通り

8612
専門的・技術的
職業

インストラクター パート 時給1,200円 13:00～17:00 各線三軒茶屋駅　徒歩5分
月曜～土曜の中で週3日程度～　※
勤務日、勤務時間応相談
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8610 保安の職業
警備員/渋谷区(未
経験ＯＫ　60歳70歳
以上歓迎)

正社員
日給9,200円～11,700
円※月給、週給、日給
より選択可(変更も可)

9:00～18:00

JR山手線　渋谷駅下車　徒歩
7分/東急東横線　代官山駅下
車　徒歩7分 各線渋谷駅下車
徒歩4分/東京メトロ千代田
線、副都心線　明治神宮前駅
下車　徒歩6分

試用期間1ヶ月/短時間で作業が終
了しても＜日給全額保証＞※例)9:00
スタートで12:00に作業終了しても日
給9,200円以上保証　　週1～5日程度
※ご希望をご相談ください。

8581 保安の職業
警備員/（スーパー）
品川区（請負）

正社員
日給8,900円～11,000
円

10:00～18:00(休憩60分）
東急目黒線不動前駅　徒歩1
分

試用期間1カ月/時間外あり（月平均5
ｈ）早上がりの場合でも、日給保障。
仕事場へは直行直帰となります。 
※月給192,240円～237,600円　※賃
金は日払い、週払いの制度あり。※
入社お祝い金100,000円（当社規定あ
り）

8580 保安の職業
警備員（交通誘導）
/世田谷区（請負）

正社員
日給8,900円～11,000
円

8:30～17:30（休憩60分） 各線　下北沢駅　徒歩8分

試用期間1カ月/時間外あり（月平均5
ｈ）早上がりの場合でも日給保障。仕
事場へは直行直帰。※月給192,240
円～237,600円　※賃金は日払い週
払いの制度あり。※入社お祝い金
100,000円（当社規定あり）

8579 保安の職業
警備員（交通誘導）
/目黒区（請負）

正社員
日給8,900円～11,000
円

9:00～18:00（休憩60分）
東急東横線学芸大駅　徒歩10
分

試用期間1カ月/時間外あり（月平均5
ｈ）早上がりの場合でも日給保障。仕
事場へは直行直帰。※月給192,240
円～237,600円　※賃金は日払い週
払いの制度あり。※入社お祝い金
100,000円（当社規定あり）

8578 保安の職業
警備員（交通誘導）
/世田谷区（請負）

正社員
日給8,900円～11,000
円

9:00～18:00（休憩60分）
小田急各線千歳船橋駅下車
徒歩15分

試用期間1カ月/時間外あり（月平均5
ｈ）早上がりの場合でも日給保障。仕
事場へは直行直帰。※月給192,240
円～237,600円　※賃金は日払い週
払いの制度あり。※入社お祝い金
100,000円（当社規定あり）

8577 保安の職業
警備員（交通誘導）
/渋谷区（請負）

正社員
日給8,900円～11,000
円

9:00～18:00（休憩60分）
東急東横線代官山駅　徒歩5
分

試用期間1カ月/時間外あり（月平均5
ｈ）早上がりの場合でも日給保障。仕
事場へは直行直帰。※月給192,000
円～237,600円　※賃金は日払い週
払いの制度あり。※入社お祝い金
100,000円（当社規定あり）

8576 保安の職業
警備員（スーパー）/
世田谷区（請負）

正社員
日給8,900円～11,000
円

10:00～18:00(休憩60分）
東急世田谷線上町駅　徒歩1
分

試用期間1カ月/時間外あり（月平均
10ｈ）早上がりの場合でも日給保障。
仕事場へは直行直帰。※月給
192,240円～237,600円　※賃金は日
払い週払いの制度あり。※入社お祝
い金100,000円（当社規定あり）

8575 保安の職業
警備員（スーパー）/
世田谷区（請負）

正社員
日給8,900円～11,000
円

11:00～19:00(休憩60分）
小田急各線祖師ヶ谷大蔵駅
徒歩3分

試用期間1カ月/時間外あり（月平均5
ｈ）早上がりの場合でも日給保障。仕
事場へは直行直帰。※月給192,240
円～237,600円　※賃金は日払い週
払いの制度あり。入社お祝い金
100,000円(当社規程あり）

8574 保安の職業
警備員（スーパー）/
世田谷区（請負）

正社員
日給8,900円～11,000
円

①9:00～17:00（休憩60分）
②10:00～18:00(休憩60分）

東急世田谷線松原駅　徒歩1
分

試用期間1カ月/時間外あり（月平均
10ｈ）早上がりの場合でも日給保障。
仕事場へは直行直帰。※月給
192,240円～237,600円　※賃金は日
払い、週払いの制度あり。※入社お
祝い金100,000円(当社規定あり)

8605 販売の職業 サービス・販売 パート 時給1,050円～ 9:00～25:00
小田急小田原線喜多見駅
徒歩1分

左記就業時間の中で、1日3時間～/
週2日～/　※勤務時間応相談
★【時給について】18時以降1,200円
/20時以降1,500円★

8604 販売の職業 サービス・販売 パート 時給1,050円～ 9:00～25:00

東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩12分
 東急東横線学芸大学駅
徒歩15分

左記就業時間の中で、1日3時間～/
週2日～/　※勤務時間応相談
★【時給について】18時以降1,200円
/20時以降1,500円★

8603 販売の職業 サービス・販売 パート 時給1,050円～ 9:00～25:00

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

左記就業時間の中で、1日3時間～/
週2日～/　※勤務時間応相談
★【時給について】18時以降1,200円
/20時以降1,500円★

8602 販売の職業 サービス・販売 正社員
月給250,000円～
※年齢、経験を考慮

8:00～21:00(休憩60分)
小田急小田原線喜多見駅
徒歩1分

試用期間2ヶ月程/左記就業時間の
中で、1日実働8時間/シフト制/時間
外あり(月/20時間程度)

8601 販売の職業 サービス・販売 正社員
月給250,000円～
※年齢、経験を考慮

8:00～21:00(休憩60分)

東急田園都市線駒沢大学駅
徒歩12分
東急東横線学芸大学駅
徒歩15分

試用期間2ヶ月程/左記就業時間の
中で、1日実働8時間/シフト制/時間
外あり(月/20時間程度)
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8600 販売の職業 サービス・販売 正社員
月給250,000円～
※年齢、経験を考慮

8:00～21:00(休憩60分)

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2ヶ月程/左記就業時間の
中で、1日実働8時間/シフト制/時間
外あり(月/20時間程度)

8568 販売の職業 営業企画 正社員
月給200,000円～
240,000円

9:00～18:00(休憩60分) 京王線千歳烏山駅　徒歩4分
試用期間３ヶ月/時間外あり(月平均5
時間程度)

8585
専門的・技術的
職業

介護スタッフ パート 時給1,070円～1,300円

①7:00-16:00
②9:00-18:00
③11:00-20:00
④16:30-翌9:30

各線三軒茶屋駅よりバス約15
分、東急田園都市線用賀駅よ
りバス約10分 東急田園都市
線桜新町駅よりバス約15分、
東急東横線学芸大学駅よりバ
ス約10分

試用期間3ケ月/勤務日数・時間は応
相談

8584
専門的・技術的
職業

介護スタッフ 正社員
月給196,000円～
247,500円

①7:00-16:00
②9:00-18:00
③11:00-20:00
④16:30-翌9:30のシフト制

各線三軒茶屋駅よりバス約15
分、東急田園都市線用賀駅よ
りバス約10分 東急田園都市
線桜新町駅よりバス約15分、
東急東横線学芸大学駅よりバ
ス約10分

試用期間3ケ月

8583
専門的・技術的
職業

介護スタッフ パート 時給1,070円～1,300円

①7:00-16:00
②9:00-18:00
③11:00-20:00
④16:30-翌9:30

東急東横線田園調布駅よりバ
ス17分 各線蒲田駅よりバス
17分

試用期間3ケ月/勤務日数・時間は応
相談

8582
専門的・技術的
職業

介護スタッフ 正社員
月給196,000円～
247,500円

①7:00-16:00
②9:00-18:00
③11:00-20:00
④16:30-翌9:30のシフト制

東急東横線田園調布駅よりバ
ス17分 各線蒲田駅よりバス
17分

試用期間3ケ月

8551
販売の職業

接客販売・軽作業
(お菓子の包装等)

パート 時給1,020円

①9:00～14:30
②14:00～19:30
③9:00～13:30
④13:00～17:30

京王井の頭線池ノ上駅　徒歩
1分 各線下北沢駅　徒歩12分

①②(月・火・木・金・土) ③④(日・祝)/
週3日～/シフト制(早番・遅番を均等
にシフトを組みます)
※①～④は固定の時間ですが、勤務
時間についてのご相談があればお問
い合わせください。

8549 保安の職業
警備員/世田谷区、
目黒区(未経験ＯＫ
60歳70歳以上歓迎)

正社員

●日給9,200円～
11,700円
●月給、週給、日給よ
り選択可(変更も可)

9:00～18:00
小田急小田原線経堂駅　徒歩
8分 各線中目黒駅　徒歩4分

試用期間一ヶ月(同条件)/●短時間
で作業が終了しても＜日給全額保証
＞※例)9:00スタートで12:00に作業終
了しても日給9200円以上保証)週1～
5日程度　※ご希望をご相談くださ
い。

8537 生産工程の職業 DTPオペレーター パート 時給1,030～1,300円 10:00～16:00(休60分)
東急田園都市線池尻大橋駅
徒歩10分

試用期間6ヶ月程度(時給1,030円)/週
2日～3日/※勤務時間応相談

8524
専門的・技術的
職業

介護支援専門員 パート
時給　1,070円　～
1,200円

①8:30～17:00
②9:00～17:30
③8:30～17:30の間6時間
(各休憩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

8523 販売の職業
企画営業(ハラール
食品)

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。

8522 販売の職業
企画営業(和紙製
品)

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。

8521
専門的・技術的
職業

保育士 パート 時給1,300円
①7:30～9:30
②14:00～18:15(休0分)

東急大井町線尾山台駅　徒歩
15分 各線自由が丘駅自02
等々力七丁目バス停　徒歩3
分

試用期間3ヶ月/時間外なし/週5日勤
務/就業時間は応相談
①・②各1名の採用

8519 販売の職業 営業スタッフ アルバイト 時給1,750円 9:00～17:00(休60分)

京王線千歳烏山駅　徒歩15分
/小田急バス「榎」下車　徒歩2
分 京王線千歳烏山駅下車
徒歩12分/小田急バス「ときわ
橋」下車　徒歩3分

試用期間3カ月/実働7時間/シフト制
/土日を基本に週2日～4日
※月～金の祝日は出勤
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8516
専門的・技術的
職業

レゴスクールのイン
ストラクター

パート
1コマ(1講座)1,800円～
2,700円　(生徒数、経
験年数による)

担当コマによる
平日14:00～19:00頃まで
土曜日8:00～19:00頃まで

各線自由が丘駅　徒歩6分
東急大井町線九品仏駅　徒歩
3分

試用期間約3ヵ月(時給1,013円)/シフ
ト制/1コマ約1時間/週2日～4日程度
/土曜日必須
試用期間中は、午前中の勤務が多く
なります

8513
専門的・技術的
職業

看護職 正社員
月給285,000円～
305,000円

①8:00～17:00
②10:00～20:00
③9:00～18:00

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/休憩60分/
時間外あり(月平均5時間程度)
※②は休憩120分

8511 生産工程の職業 木製家具職人 正社員
月給　193,500円　～
213,500円

8:30～17:00(休憩60分)
小田急小田原線祖師ヶ谷大
蔵駅　徒歩15分

試用期間1ヵ月(時給　1,050円)/変形
労働時間制(1年単位)残業有(30時間
/月)
住宅手当(30,000円)運転手当(5,000
円)家族手当(10,000円)各会社規約に
よる

8510
専門的・技術的
職業

管理栄養士 正社員
月給200,000円～
320,000円

①8:30～17:30
②8:00～17:00
③9:00～18:00(休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)※①～③は勤務
例。時間は応相談

8507
専門的・技術的
職業

介護職 正社員
月給222,000～325,000
円

①8:30～17:30
②7:00～16:00
③13:00～22:00

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/休憩60分/
時間外あり(月平均5時間程度) 
変形(1ヶ月単位)/夜勤は月4回程度
あり/④21:45～7:15(休憩90分)

8505
専門的・技術的
職業

電気工事士 正社員
月給240,000円～
412,000円(各種手当含
む)

①8:30～17:30(月～金)
②8:45～15:00(第1、3土曜のみ)

東急田園都市線桜新町駅7分
試用期間3カ月/就業時間内休憩(月
～金曜90分、土曜75分)/時間外手当
別途支給

8504
建設・採掘の職
業

電気工事の積算業
務

正社員
月給255,000円～
380,000円(各種手当含
む)

①8:30～17:30(月～金)
②8:45～15:00(第1、3土曜のみ)

東急田園都市線桜新町駅7分
試用期間3カ月/就業時間内休憩(月
～金曜90分、土曜75分)/時間外手当
別途支給

8503
専門的・技術的
職業

電気工事施工管理
(現場代理人)

正社員
月給350,000円～
500,000円(各種手当含
む)

①8:30～17:30(月～金)
②8:45～15:00(第1、3土曜のみ)

東急田園都市線桜新町駅　徒
歩7分

試用期間3カ月/就業時間内休憩(月
～金曜90分、土曜75分)/時間外手当
別途支給

8487
専門的・技術的
職業

保育士 パート
時給　1,050円　～
1,200円

①7：00～9：00
②18：15～20:15
③左記時間帯で2時間以上

各線三軒茶屋駅　徒歩5分
試用期間3ヶ月/勤務時間や曜日に
ついてはご相談下さい。

8486
専門的・技術的
職業

保育士 正社員
月給180,000円～
220,000円

7:15～20:15(休憩60分)　7.5Hr/
日シフト制

各線三軒茶屋駅　徒歩5分
試用期間3ヶ月/時間外あり(月平均
10ｈ程度)

8485 保安の職業 交通誘導警備員 アルバイト
日給8,500～10,000円
※時給1,062～1,250円
(日給÷8ｈで換算)

8:00～17:00/9:00～18:00/21:00
～5:00　※時間例、現場により
異なる

 東西線茅場町駅　徒歩3分、
半蔵門線水天宮前駅　徒歩5
分、都営浅草線人形町駅　徒
歩8分

試用期間3ヶ月(法定研修20ｈ(3日間)
は時給1,013円)/・時間外あり(月平均
1～3ｈ程度)・月1回、週1回からの勤
務応相談・日勤のみ夜勤のみの専業
可・Wワーク可・日払い/週払い可・制
服装備品一式貸与(無料)

8484 保安の職業 交通誘導警備員 正社員

平均月給183,600～
216,000円　※日給
8,500～10,000円/平均
日数21.6日

8:00～17:00/9:00～18:00/21:00
～5:00　※時間例、現場により
異なる

 東西線茅場町駅　徒歩3分、
半蔵門線水天宮前駅　徒歩5
分、都営浅草線人形町駅　徒
歩8分

試用期間3ヶ月(法定研修20ｈ(3日間)
は時給1,013円)/・時間外あり(月平均
1～3ｈ程度)・日勤のみ夜勤のみの専
業可・Wワーク可・日払い/週払い可
・資格取得支援制度あり・制服装備
品一式貸与(無料)

8473 保安の職業

警備員/渋谷区、世
田谷区（未経験OK、
60歳70歳以上歓
迎）

正社員
日給9,200円～11,700
円●月給、週給、日給
より選択可(変更も可)

9:00～18:00

京王新線幡ヶ谷駅下車　徒歩
7分/小田急小田原線代々木
上原駅　徒歩9分 各線明大前
駅　徒歩8分

試用期間一ヶ月(同条件)/●短時間
で作業が終了しても＜日給全額保証
＞※例)9:00スタートで12:00に作業終
了しても日給9200円以上保証)　週1
～5日程度　※ご希望をご相談くださ
い。

8458
専門的・技術的
職業

障がい者の余暇支
援(ひかり)

正社員
月給175,000円～(7H/1
日)※経験により応相
談

①11:30～19:30
②13:00～20:00
③9:45～16:45

東急世田谷線若林駅　徒歩7
分

試用期間3か月/平日は①、月5回あ
る夕食会の日は②の勤務時間になり
ます。土曜日は③で月2回。
残業時間:月平均16時間。
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8455
専門的・技術的
職業

児童指導員・保育
士(幼児グループわ
んぱく)

正社員

月給175,000円～(保育
士資格取得の方は資
格手当＋5,000円)※経
験により応相談

9:00～17:00(実働7時間)
東急世田谷線若林駅　徒歩15
分 京王井の頭線新代田駅
徒歩15分

試用期間3か月/時間外月平均１６時
間(時間外手当全額支給)
1日7時間勤務になります。

8460
輸送・機械運転
の職業

子供の送迎ドライ
バー/三軒茶屋イン
ターナショナルス
クール

パート 時給1,050円～ 14:00～16:00 各線三軒茶屋駅　徒歩5分

試用期間1ヶ月/週1日～/勤務日・勤
務時間等応相談/　※基本勤務時間
は14:00～16:00ですが、稀に18:00～
19:30
の勤務時間があります。ただこの時
間の勤務が不可でもご応募は可能で
す

8436
専門的・技術的
職業

サービス提供責任
者/祖師ヶ谷大蔵

正社員
月給230,000円～
310,000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

8434
専門的・技術的
職業

保育士 パート
時給1,200円　～　時給
1,500円

15:15～20:15 各線線三軒茶屋駅　徒歩10分
試用期間３カ月/15:15～20:15　週3回
～(始業時間のご相談可)

8428
専門的・技術的
職業

一般職【インフラ・サ
ポート・エンジニア】

正社員 月給170,184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/時間外あり(月平均
14h)

8419
専門的・技術的
職業

総合職【ゲームプロ
グラマ／エンジニ
ア】

正社員
月給218,302円から
441,000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(※固定残業代な
し)/【固定残業代制】月給218,302円
の場合(固定残業代48,118円含む)※
固定残業代は38時間分48,118円、時
間超過分は追加支給　【年収例】年収
例 3,948,480円(30歳・実績値)

8410 販売の職業
美容部員（フェイ
シャルエステ）/世田
谷区

正社員
月給180,000円～
270,000円

①11:00～18:00(休60分)
②13:00～19:00（休0分）

東急世田谷線若林駅　徒歩3
分

試用期間3ヶ月/①、②の時間は入店
先に準じます。 
時間外/月平均2時間

8409 販売の職業 ルート営業 正社員
月給205,000円～
260,000円

8:30～17:30(休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)
※営業手当(一律40,000円)別途支給

8406
専門的・技術的
職業

看護士 パート 時給1,600円～1,810円 9:00～16:10(休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/週1回～OK

8405
専門的・技術的
職業

看護士 パート 時給1,600円～1,810円 9:00～16:10(休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/週1回～OK

8404
専門的・技術的
職業

看護士 パート 時給1,600円～1,810円 9:00～16:10(休60分)
東急世田谷線上町駅　徒歩10
分　　 東急バス「農大一高前」
下車　徒歩2分

試用期間2か月/週1回～OK

8403
専門的・技術的
職業

看護士 パート 時給1,600円～1,810円 9:00～16:10(休60分) 各線三軒茶屋駅　徒歩10分 試用期間2か月/週1回～OK

8402
専門的・技術的
職業

アクティ等々力　生
活相談員

正社員
月給230,000円～
330,000円

8:30～17:30(休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)

8401
専門的・技術的
職業

ひばり豪徳寺　生活
相談員

正社員
月給230,000円～
330,000円

8:30～17:30(休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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8400
専門的・技術的
職業

ひばり馬事公苑　生
活相談員

正社員
月給230,000円～
330,000円

8:30～17:30(休60分)
東急世田谷線上町駅　徒歩10
分　　 東急バス「農大一高前」
下車　徒歩2分

試用期間2か月/※時間外あり(平均
30時間程度/月)

8399
専門的・技術的
職業

ひばり三軒茶屋　生
活相談員

正社員
月給230,000円～
330,000円

8:30～17:30(休60分) 各線三軒茶屋駅　徒歩10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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