
職種 仕事内容
事業
所

所在地 経験 運搬 工賃 備考

縫製
洋裁等

紳士、婦人服のサンプル縫
製

18 用賀 要
宅配便
送料：
事業所

ブラウス・スカート
1着 5,000円
ジャケット・ワンピース
1着 10,000円

ミシン（工業用・職業用）、ロックミシンをお持ちの方。

子供服・バッグの縫製 22-② 上馬 要
内職者
事業所

バッグ
1枚 300円～
ブラウス、スカート
1枚 1,000円～
ワンピース
1枚 2,000円～

ブラウス、スカート、ワンピースなどの子供服やバッグを縫うお仕
事です。家庭用ミシンとロックミシンをお持ちの方で、熟練者希望
です。糸は内職者負担（但し、珍しい色の糸は事業所から支給し
ます）、ボタンやファスナーは事業所負担で支給します。

婦人服の縫製 100 西小山 要 事業所

ワンピース
1着 2,000～10,000円
スカート
1着 1,000～2,000円
ブラウス
1着 1,500～2,000円

カットされた布（洋服地、着物地）を指示書通りに縫っていただき
ます。
納期を守って丁寧に仕上げることができる方。
職業用または工業用ミシンまたはロックミシンをお持ちの方。
服飾の専門学校（2年制以上）を卒業した実務経験のある方。
60歳以上の高齢者は10年以上の実務経験のある方。
事業所にて研修をしていただきます。

婦人服の縫製 128 下北沢 不要 内職者

エプロン
1着 500円
スカート
1着 1,000円
ブラウス
1着 1,400円
ワンピース
1着 2,000円～10,000円

フリルなどの装飾がある若い女性向けの洋服を製作するお仕事
です。
やる気があり一つのお仕事が終わったら次のお仕事に取り掛か
るような積極的な方を希望しています。
未経験者可、研修あり。男女問いません。商品に臭いがつくため
喫煙者不可。納期を厳守できる方、製作完了などの連絡をこま
めにできる方希望です。

襟付きのカットソーワンピー
ス・ポンチ素材のボトムの縫
製

135
-①

桜丘 要
事業所
内職者

襟付きのカットソーワンピース
1着 2,000円～3,000円

2本針ミシン、カットソー用ミシンをお持ちで子供服縫製実務経験
の有る方、コンスタントにお仕事できる方、長く続けて頂ける方希
望です。
材料とパターンは支給します。カットソーワンピースにバリオン刺
繍を行えるようでしたら別途工賃をお支払いたします。
まずはサンプル作製からお願いします。

ウール素材ワンピース・ジャ
ンパースカートの縫製
（身頃裏地付き）

135
-②

桜丘 要
事業所
内職者

ウール素材ワンピース・ジャンパース
カート（身頃裏地付き）
1着 5,000円

ウール素材ワンピース、ジャンパースカート（身頃裏地付き）、
キュロットが縫える方。子供服縫製実務経験ある方。
ワンピースとジャンパースカート前身頃にピンタックやステッチ加
工のデザインを入れたものが多いので、それらの加工が得意な
方。
材料とパターンは支給します。
まずはサンプル作製からお願いします。

レッスンバッグ・シューズケー
ス・ショルダーバッグ・学校準
備品の縫製

135
-③

桜丘 要
事業所
内職者

レッスンバッグ・シューズケース
1個 600円
ショルダーバッグ
1個 2,000円～6,000円
学校準備品
1個 200円～800円

レッスンバッグ、ショルダーバッグ、シューズケース、ティッシュ
ケース、その他幼稚園や小学校等で使用する準備品（お弁当
バッグ・ランチョンマット・はさみケース等）などを指示通り布地の
カット、縫製していただきます。縫製生地はカツラギやツイル。
工業用・職業用ミシンをお持ちの方希望です。
実務経験3年以上有る方優遇。
まずはサンプル作製からお願いします。

ミシン刺繍
135
-④

桜丘 要
事業所
内職者

刺繍
1点 150円～200円

ワンポイント刺繍でミシンに刺繍型を既にお持ちの方、もしくは、
こちらの希望の型を入力して刺繍できる方。型入力代は別途お
支払します。刺繍を入れるアイテムは、タオル、ハンカチ、ティッ
シュケースなど。子どもの好きな電車、くるま、飛行機、花、動物
などの2～3センチほどのワンポイント刺繍を希望しています。
初心者の方でもお気軽にご応募ください。ひらがな刺繍、袋物縫
製もできるようでしたら同時に募集します。

バリオン刺繍
135
-⑤

桜丘 要
事業所
内職者

薔薇やリボン
1個 50円

バリオン刺繍が得意な方、自分で刺繍デザインをご提案できる
方。バリオン刺繍以外にスモッキング刺繍など刺繍全般を得意と
している方。
デザイン提案できなくても指示の通り刺繍が行えれば大丈夫で
す。
コンスタントにお仕事できる方、長く続けて頂ける方希望です。
まずはサンプル作製からお願いします。

洋服のお直し 139
大田区
千鳥

要 事業者

パンツ・スカートの丈・幅詰め
1点　320円～
パンツ・スカートのウエスト詰め
1点　800円～
パンツ・スカートのファスナー交換
1点　500円～
その他、ジャケットのお直し等

ミシン（工業用・職業用）をお持ちで、経験がある方。
洋服の丈詰め、ウエスト詰め、幅詰め、ファスナー交換などを
やっていただきます。技術があり、たくさんやっていただける方が
希望です。

　　     　　　　　　内職おしごと一覧 （令和3年7月5日現在）



職種 仕事内容
事業
所

所在地 経験 運搬 工賃 備考

　　     　　　　　　内職おしごと一覧 （令和3年7月5日現在）

縫製
洋裁等

洋服のお直し 141
大田区
下丸子

要 事業者

パンツ丈つめ
1本　300円～
ジャケット袖丈つめ
1着　550円～
ジャケット肩から袖丈つめ
1着　1500円～
ウエストつめ
1着　550～800円

縫製職経験者で工業用ミシンをお持ちの方。ただし、内職者の技
術により、家庭用ミシンでも相談可です。
左記の内容が基本的なお仕事となりますが、内職者の技術によ
り相談可です。作業をお願いするときに工賃表（別紙）をお渡しし
ますので、事前に工賃をご確認いただけます。お直しの箇所・裾
幅などにより、工賃は加算されます。

帽子・小物の作製 142
渋谷区
神宮前

不要 事業者

リボン作り
1点　10円～
カチューシャ土台作り
1点　60円～
マスク縫製
1点　140円～
帽子縫製
1点　560円～

帽子、小物を作製するお仕事です。手芸、洋裁、編物、機械編み
などが得意な方大歓迎です。商品はシーズン毎に変わりさまざ
まで、工賃は作業内容により異なります。ステキなかわいい商品
ばかりなので、楽しみながら長く続けていただける方を希望しま
す。
HPで作製している帽子の一覧を見ることができます。

製品
加工

インテリア小物の色塗り
インテリア小物の縫製

25
-②

代沢 不要 内職者

色塗り
1個 10円～
接着＆組み立て
1個 37円～
簡単なカット・袋入れ
1個 3円～
縫い物（小物）
1個 25円～

インテリア小物の色塗りや縫製のお仕事です。
細かい作業が丁寧にできる方、視力が良い方を希望します。
自転車や車で運搬ができる、お近くの方を希望します。
縫い物はミシンのある方希望です。工賃は作製内容によります。

アクセサリー製造 125
品川区
小山

不要 事業所
ネックレス・ブレスレット
1個 50円～

ネックレスやブレスレットを作製するお仕事です。
未経験の方でも興味があれば応募できます（研修あり）。
工賃は内容によって異なります。

アクセサリー製造
132-
⑦

世田谷区
下馬

不要 事業所

ビーズ、天然石通しのみ
1本 15円～
完成品
1本 40円～

サンプルを元にアンクレット、ブレスレットを制作していただくお仕
事です。未経験者歓迎。面接はZOOMで行います。
LINEなどのコミュニケーションツールで連絡ができる方。
フレキシブルな納品にご対応いただける方。
ビーズ、天然石、メタルパーツ通しが苦でない方。
手先が器用な方優遇。
技術指導あり。講習会のために1度ご来社できる方。

NEW!! 飾り製作 137 下馬 不要 事業所

・封入　1枚3円～
・小判貼り　1個1円
・ビスのワッシャー入れ　1個2円
・稲穂の金テープ　1個5円
・発泡巻き　1個2円～

熊手の飾りを作るお仕事です。年齢は問いませんが細かい作業
です。飾りの材料を糊（のり）やボンドで貼る・テープを巻く・番付
表を折って封筒に入れる等の作業です。糊やボンドで貼った飾り
を乾かすスペースが必要です。また、材料の運搬や出来た飾り
の回収は事業所で行いますが、頻繁に運べないため段ボール
箱をストックしておくスペースが必要です。　酉の市が始まる11月
～1月頃の期間は依頼するお仕事の量は少なくなります。

商品
登録

BtoBサイトへの商品登録 140
渋谷区
本町

不要
宅配便
送料：
事業所

商品
1点　175円

PCとネット環境があればできるお仕事です。画像を加工・改造等
したのち、保存して外部記憶媒体（ＵＳＢ）で納品していただきま
す。
一緒に操作・練習しながらやっていただけます。わからない点が
あったらチャットワーク、電話、メール、ＬＩＮＥ等でいつでも対応し
ます。

この一覧は毎月月初および変更が生じた際に更新していますが、ご紹介時に内容が変更になる場合があります。
詳細は直接お問合せ下さい。

　三茶おしごとカフェ　三軒茶屋就労支援センター   https://www.setagaya-icl.or.jp/oshigotocafe/top.html
　　〒154-0004　　東京都世田谷区太子堂2-16-7　世田谷産業プラザ２階

　　TEL：０３（３４１１）６６０４　　ＦＡＸ：０３（３４１１）６６９０


