
求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

11010-

03433231

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市西元町２－７

－９　にしこくワンダーラン

ド保育園

（契）保育園栄養士：に

しこくワンダーランド保

育園

○美味しい給食を作りましょう！栄養士さん募集〇　こどもの森グループは、様々な種

類の保育所・児童館を首都圏にて　２００か所以上運営しています。　保育園は子ども

たちにとって大きなおうち、第２のおうち。　子どもたちを我が子だと思い大切に保育

をしています。　栄養士・調理師の仕事は、子どもたちに安全な食材を調理し、安心　

して食べられる給食を提供することです。　また、食育活動を行ったり、給食便りの作

成など多岐にわたります　。子どもたちが笑顔で給食を食べている様子や、子どもたち

の成長　を間近で感じることができる仕事です。

正社員以外
170,000円～

177,000円

11010-

03438631

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市南町３－１１

－７　保育園ピコ国分寺

（契）保育園栄養士：保

育園ピコ国分寺

○美味しい給食を作りましょう！栄養士さん募集〇　こどもの森グループは、様々な種

類の保育所・児童館を首都圏にて　２００か所以上運営しています。　保育園は子ども

たちにとって大きなおうち、第２のおうち。　子どもたちを我が子だと思い大切に保育

をしています。　栄養士・調理師の仕事は、子どもたちに安全な食材を調理し、安心　

して食べられる給食を提供することです。　また、食育活動を行ったり、給食便りの作

成など多岐にわたります　。子どもたちが笑顔で給食を食べている様子や、子どもたち

の成長　を間近で感じることができる仕事です。

正社員以外
170,000円～

177,000円

13090-

10133131

株式会社　東武警備サ

ポート

東京都国分寺市泉町３－３５

－１－１０１　にしこくマイ

ン

（契約）警備員／国分寺

市

商業施設の駐輪場で自転車整理と駐車場でのお車の誘導を担当して頂きます。　誰でも

出来る簡単な接客警備です。　入社時の研修は３０時間あり、現場での研修は４８時間

ありますので、未経験者の方でも安心して始められるお仕事です。　　未経験者大歓迎

正社員以外
148,364円～

159,084円

13090-

05546731

株式会社　東武警備サ

ポート

東京都国分寺市泉町３－３５

－１－１０１　にしこくマイ

ン

（契約）警備員／国分寺

市

駅前の商業施設で巡回・自転車整理・開閉店業務・駐車場管理・入退店管理業務を担当

して頂きます。　誰でも出来る簡単な接客警備です。　入社時の研修は３０時間あり、

現場での研修も４８時間ありますので未経験者の方でも安心して始められるお仕事で

す。　　未経験者大歓迎　充実の研修でしっかりサポートします。

正社員以外
202,583円～

202,583円

13090-

10095931

株式会社　東武警備サ

ポート

東京都国分寺市南町３－９－

１５　国分寺ステップス

（契約）警備員／国分寺

市南町

常駐警備　駐車場誘導（機械式）　巡回点検　　　「東武グループの安定した会社で

す」
正社員以外

159,084円～

170,448円

13030-

03734631

株式会社　愛住リビン

グサービス

東京都国分寺市南町３－２１

－１　　　　　　ＢＡＶ国分

寺　　　他東京都内及び近県

の各請負先

（契約）国分寺市／マン

ション日常清掃代行業務

マンション共用部の清掃　＊共用廊下・階段・エントランス・風除室・アプローチ・　　

自転車置場・エレベーター籠内・ゴミ置場　－等ー　清掃業務
パート労働者

1,072円～1,072

円

13090-

05427931

株式会社　東武警備サ

ポート

東京都国分寺市泉町３－３５

－１－１０１　東武ストア西

国分寺店

（契約）夜間販売員／国

分寺市泉町

東武ストア西国分寺店での夜間のレジ・商品補充のお仕事です。　　レジ「お客様との

接客サービス」　商品補充「パン・牛乳・お菓子　等々」
正社員以外

225,492円～

225,492円

13090-

05432731

株式会社　東武警備サ

ポート

東京都国分寺市泉町３－３５

－１－１０１　東武ストア西

国分寺店

（契約）夜間販売員／国

分寺市泉町

東武ストア西国分寺店での夜間のレジ・商品補充のお仕事です。　　レジ「お客様との

接客サービス」　商品補充「パン・牛乳・お菓子　等々」
パート労働者

1,130円～1,130

円

13090-

02914031
株式会社　マリオン

東京都国分寺市光町２の８の

３８

（正社員）プログラマ・

ＳＥ（ＪＡＶＡ・国立）

〇案件　　鉄道ポイント管理システム開発　　　　　　　〇内容　　アプリの基本設計

～詳細設計　　　〇必須　　ＪＡＶＡの開発経験者　　＊テレワーク作業　週４日予定　

＊履歴にブランクのある方、病気休業期間のある方も歓迎。

正社員
220,000円～

450,000円
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13010-

01275331
株式会社ＬＥＯＣ

東京都国分寺市東恋ケ窪４－

２－２　国分寺病院　内

［契約］調理補助／病院

／国分寺市東恋ヶ窪
・仕込み　・盛付け　・配膳　・洗浄　等　　　＊社内名称：サプラー パート労働者

1,200円～1,300

円

13040-

10378731
株式会社サダマツ

東京都国分寺市南町３－２０

－３　セレオ国分寺２Ｆ

［正社員］ジュエリー販

売／セレオ国分寺店

私たちは、単にジュエリーを販売しているのではありません。ジュエリーは、お客さま

の人生の大切な「想い出」となるアイテムです。お客さまの特別な日を演出したり、特

別な想いを誰に伝えるお手伝いをすることがお仕事だと考えています。　そして、私た

ちは一緒に働くスタッフを大切な「仲間」として尊重、尊敬しながらチームで取り組ん

でいます。なのでノルマや自身での購入義務もありません。是非とも一緒に私たちの

チームに入りませんか。　※未経験者大歓迎（９８％の中途社員が未経験者。研修制度

が整っておりますのでご安心ください）

正社員
194,000円～

300,000円

13150-

03047431
学校法人　そだちの園

東京都国分寺市戸倉１－２９

－４　学校法人　そだちの園　

坂の上幼稚園

【１５０日以上の休日実

績・初年度２４．７万

円】幼稚園教諭

クラスの補助教員やフリーの教員を複数配置しています。預かり保育は専任教員を配置

し、帰りのバスには補助教員が添乗する為、放課後は保育準備や打ち合わせに専念でき

ます。夏冬春休み中の預かり保育当番の日を出勤日としても、年間１５０日以上のお休

み（実績）があります。保育活動では、指示行動ではなく、表現や意欲を引き出すこと

を大切にしています。描画、身体表現、音楽など、コツを掴めば、いきいきと反応して

くれます。畑での自然体験や、園内の動植物とふれあう機会もあります。園内研修で、

はじめての方も少しずつステップアップしていきましょう。行事で保護者に見せるため

の保育から脱却して、「子どもたちのための保育」を実践していきたいという方は、ぜ

ひご応募ください。

正社員
187,000円～

217,000円

13150-

00895031
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市西町１ー３

１ー２　　特別養護老人ホ－

ム　サンライト

【トラ併用】看護師・准

看護師／特養サンライト

（夜勤あり）

・完全ユニット型の特別養護老人ホーム（入居者８４名、ショート　　ステイ１２名）

での看護業務（夜間帯含む）です。　・利用者の日常の健康管理、服薬管理　・嘱託医

との連携等　・「看取り介護」を導入しています（夜勤の急変は介護職が対応で　　き

るように指導されています。オンコールはほとんどありませ　　ん）　・有給１００％

消化を奨励　　【ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言事業所】です。

正社員
190,000円～

222,000円

13150-

00898531
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市西町１－３１

－２　　特別養護老人ホーム　

サンライト

【トラ併用】看護師・准

看護師／特養サンライト

（夜勤なし）

・完全ユニット型の特別養護老人ホーム（入居者８４名、ショート　ステイ１２名）で

の看護業務です。　・利用者の日常の健康管理、服薬管理　・嘱託医との連携等　・

「看取り介護」を導入しています（夜勤帯の急変は介護職が対応　　できるように指導

されています。オンコールはほとんどありませ　　ん）　・有給１００％消化を奨励　　

【ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言事業所】です。

正社員
185,000円～

217,000円

13040-

18390431
ミモザ株式会社

東京都国分寺市本町４丁目１

３番１２号第七荒田ビル２０

０５号室　「ミモザヘルパー

ステーション国分寺」訪問介

護

【ミモザヘルパーステー

ション国分寺】サービス

提供責任者

訪問介護業務、計画書の作成業務、　ご利用者様やヘルパーさんの管理業務を行ないま

す。　　＜主な業務内容＞　・訪問介護業務（身体介護、生活援助）　・ご利用者様、

ご家族様とのアセスメント　・訪問介護計画書の作成　・担当者会議への出席　・ヘル

パーさんへの指導など

正社員
220,160円～

238,220円
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13040-

18393631
ミモザ株式会社

東京都国分寺市本町４丁目１

３番１２号第七荒田ビル２０

０５号室　「ミモザヘルパー

ステーション国分寺」訪問介

護

【ミモザヘルパーステー

ション国分寺】サービス

提供責任者

訪問介護業務、計画書の作成業務、　ご利用者様やヘルパーさんの管理業務を行ないま

す。　　＜主な業務内容＞　・訪問介護業務（身体介護、生活援助）　・ご利用者様、

ご家族様とのアセスメント　・訪問介護計画書の作成　・担当者会議への出席　・ヘル

パーさんへの指導など　「※深夜業務はありません。」

パート労働者
1,110円～1,140

円

13040-

18400031
ミモザ株式会社

東京都国分寺市本町４丁目１

３番１２号第七荒田ビル２０

０５号室　「ミモザヘルパー

ステーション国分寺」訪問介

護

【ミモザヘルパーステー

ション国分寺】登録ヘル

パー

ご利用者様のお宅を訪問し介護サービスを提供します。　ニーズに合わせて身体介護・

生活支援を行い、　ご利用者様と１：１の寄り添ったケアができます。　　＜主な業務

内容＞　［身体介護］入浴・食事・着替え・オムツ交換など　［生活支援］掃除・調

理・買い物・リネン交換など　　週１日、１日３０分程度～ご案内可能です。　ご希望

の曜日・お時間帯などをご相談ください。　「※深夜業務はありません。」

パート労働者
1,090円～1,140

円

13040-

18359431
ミモザ株式会社

東京都国分寺市本町４丁目１

３番１２号第七荒田ビル２０

０５号室　「ミモザヘルパー

ステーション国分寺」訪問介

護

【ミモザヘルパーステー

ション国分寺】訪問介護

員／パート

ご利用者様のお宅を訪問し介護サービスを提供します。　ニーズに合わせて身体介護・

生活支援を行い、　ご利用者様と１：１の寄り添ったケアができます。　　＜主な業務

内容＞　［身体介護］入浴・食事・着替え・オムツ交換など　［生活支援］掃除・調

理・買い物・リネン交換など　　１日５～６件程度の訪問です。　「※深夜業務はあり

ません。」

パート労働者
1,090円～1,140

円

13040-

18357231
ミモザ株式会社

東京都国分寺市本町４丁目１

３番１２号第七荒田ビル２０

０５号室　「ミモザヘルパー

ステーション国分寺」訪問介

護

【ミモザヘルパーステー

ション国分寺】訪問介護

員／正社員

ご利用者様のお宅を訪問し介護サービスを提供します。　ニーズに合わせて身体介護・

生活支援を行い、　ご利用者様と１：１の寄り添ったケアができます。　　＜主な業務

内容＞　［身体介護］入浴・食事・着替え・オムツ交換など　［生活支援］掃除・調

理・買い物・リネン交換など　　１日５～６件程度の訪問です。

正社員
215,000円～

238,220円

13040-

16065831
東通産業株式会社

東京都国分寺市南町２丁目１

－３１　青木ビル　武蔵野支

店

【完全週休２日制】既存

顧客へのルート営業／武

蔵野支店

◎営業先はほぼ、既に取引がある顧客。ルート営業し、日々の営業活動の中から問題解

決のお手伝いをして頂きます。　◎映像・音響・通信システムを使い、大学や企業、官

公庁に「こういうシステムにすれば実現できます」というように、お客様の夢を実現す

る、ソリューション営業をして頂きます　◎上司・部下との関係性がフラットで、２０

～３０代の若手が中心となり活躍しています。　◎指示待ちでなく自ら考えて行動でき

る方や、未経験からステップアップしたい方、ＡＶ機器に興味のある方にはやりがいの

あるお仕事です。　皆様のご応募をお待ちしております！！

正社員
210,000円～

343,700円

13040-

35559231

株式会社　柿安本店　

東京本部

東京都国分寺市南町３－２０

－３　マルイファミリー国分

寺店Ｂ１Ｆ

【丸井国分寺店内】創作

惣菜・弁当の調理

明治４年創業、老舗の総合食品企業「柿安本店」での調理職の募集です！最初は既存店

スタッフのサポートも万全ですので、安心してスタートできます。「柿安ダイニング」

は、『店内厨房』で『プロの料理人』が作る出来立ての創作惣菜が人気の秘密です。　

「ブランド力」「商品力」「魅力的なマーケット」「現場の大きな裁量権」など、『や

りがいをもって働ける職場環境』と、業界最高水準の「休日数・取得率」「労働時間」

「福利厚生」等を背景に、ワークライフバランスを実現できる『安心の労働環境』で一

緒に働きましょう！

正社員
200,000円～

300,000円
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13040-

22721231

株式会社　柿安本店　

東京本部

東京都国分寺市南町３－２０

－３　マルイファミリー国分

寺店Ｂ１Ｆ

【丸井国分寺店内】創作

惣菜の調理／料理長（候

補）

明治４年創業、老舗の総合食品企業「柿安本店」での料理長候補の募集です！最初は既

存店スタッフのサポートも万全ですので、安心してスタートできます。「柿安ダイニン

グ」は、『店内厨房』で『プロの料理人』が作る出来立ての創作惣菜が人気の秘密で

す。ご希望や実力に応じ、上位役職を目指すことも可能です。「ブランド力」「商品

力」「魅力的なマーケット」「現場の大きな裁量権」など、『やりがいをもって働ける

職場環境』と、業界最高水準の「休日数・取得率」「労働時間」「福利厚生」等を背景

に、ワークライフバランスを実現できる『安心の労働環境』で一緒に働きましょう！

正社員
220,000円～

300,000円

13040-

22543131

株式会社　柿安本店　

東京本部

東京都国分寺市南町３－２０

－３　マルイファミリー国分

寺店Ｂ１Ｆ　【柿安ダイニン

グ　丸井国分寺店】

【丸井国分寺店内】創作

惣菜の販売／店長職（候

補）

「柿安ダイニング」は、百貨店（デパ地下）や駅ビルで全国約８０店舗を展開する、

『店内厨房手作り』のサラダ・お弁当・揚げ物などの創作洋惣菜が人気のお店です。　

まずは調理実務全般から徐々に覚えていただき、ゆくゆくは、原価管理・衛生管理・人

財育成など、マネジメント業務全般の習得を目指すことも可能です。業界最高水準の

「休日数及び取得率」「労働時間」「福利厚生」などワークライフバランスを実現でき

る『安心の労働環境』と、「ブランド力」「商品力」「マーケット」「現場での裁量

権」など、『仕事のやりがいも見出せる職場環境』です！

正社員
220,000円～

300,000円

13040-

08047131

株式会社　柿安本店　

東京本部

東京都国分寺市南町３－２０

－３Ｂ１Ｆ

【丸井国分寺百貨店内】

精肉加工技術職

柿安精肉店の店頭では、全国でもトップクラスの取り扱いシェアを誇る「松阪牛」や、

「柿安牛」「沖縄あぐ～豚」「すくすく鶏」等、高品質なこだわりの食材が並びます。

扱い方ひとつで美味しさが大きく左右されるため、当社では定期的に精肉の知識や、加

工技術などをベテランの職人が次代へと継承する機会を設けております。経験のある方

は今までの精肉加工技術経験を活かし、その技に更なる磨きをかけていきませんか。　

また、店舗運営マネジメントを習得し、新たなキャリアを目指すこ　とも可能です。労

働時間や勤務日数等、業界トップクラスの労働環　境で、腰を据えて長く働くことが出

来ますよ！

正社員
200,000円～

300,000円

13040-

07897431

株式会社　柿安本店　

東京本部

東京都国分寺市南町３－２０

－３　Ｂ１Ｆ

【丸井国分寺百貨店内】

精肉店での接客販売

柿安精肉店では、全国でもトップクラスの取り扱いシェアを誇る「　松阪牛」や、「柿

安牛」「沖縄あぐ～豚」「すくすく鶏」等、高品　質で本当に美味しい「安心・安全」

な商品が並びます。私達接客ス　タッフは、ただ売るだけではなく、シーンに合わせた

お肉のご提案　やレシピ・調理方法のアドバイスをお伝えする等のコミュニケーシ　ョ

ンを大切にしており、多くのお客様からご支持をいただいており　ます。もちろん商品

知識などもしっかりとお教えいたしますのでご　安心ください！　また、店舗運営マネ

ジメントを習得し、新たなキャリアを目指すこ　とも可能です。労働時間や勤務日数

等、業界トップクラスの労働環　境で、腰を据えて長く働くことが出来ますよ！

正社員
200,000円～

300,000円

13150-

02108431
社会福祉法人森友会

東京都小平市鈴木町２－１４

７－１０「うれしい森保育

園」　＊就業場所は一例でで

す、詳細はＨＰで確認ができ

ます。

【急募】栄養士／法人の

都内保育園

○調理委託業者の作成する献立・調理への各種要望・依頼　○園児の食物アレルギーへ

の対応（除去食・代替食の考案）　○園児の食育指導　○保育士・保護者からの食事に

関する問い合わせ対応　○調理委託業者との各種業務調整　※就業形態は、複数の栄養

士で担当保育園を分担（一人当たり５～６園）し、自己の担当園を日替わり巡回で勤務

します。　　＊法人の都内園を５～６園担当します。

正社員
181,103円～

189,212円
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13150-

04905931

株式会社　さくら教育

企画　（ＩＴＴＯ個別

指導学院）

東京都国分寺市光町２－１１

－１３　ＩＴＴＯ個別指導学

院　国分寺光校

【急募】学習塾の講師／

国分寺光校

ＩＴＴＯ個別指導学院　国分寺光校の学習塾講師　　＊小学生（１～３名）、中学生

（１～３名）・　　高校生（１～３名）を教える個別指導塾です。　　＊時間帯と曜日

は選択できますので相談して下さい。　　＊大学生もＯＫです。　　＊主婦（夫）の

方・Ｗワークの方大歓迎　＊１６：００～　１コマ（５０分）からでもＯＫです。

パート労働者
1,260円～1,620

円

13040-

40922731
株式会社フレアス

東京都国分寺市東恋ケ窪３－

９－１５　レジデンシア国分

寺１０４　フレアス在宅マッ

サージ国分寺

【国分寺】あん摩マッ

サージ指圧師（在宅訪問

の経験不問）

【在宅マッサージ】医師の同意の下、歩行困難な利用者宅や施設へ　電動自転車（都

内）で訪問し、在宅マッサージを行います。１日あ　たり１０名前後、お１人あたり２

０分でマッサージおよび機能訓練　を行います。利用者の獲得は専門の担当者（相談

員）が行いますの　で、営業業務はございません。訪問に必要な電動自転車、ユニフォ　

ーム、携帯電話等は無料貸与します。ご入社の際に在宅マッサージ　の技術と知識を学

ぶ研修や交通安全研修をお受けいただきますので　、資格取得見込みの方、ブランクの

ある方、運転に自信のない方も　安心してご応募下さい。（電話０１２０－９３８－８

４１）

パート労働者
1,200円～1,500

円

13040-

40942131
株式会社フレアス

東京都国分寺市東恋ケ窪３－

９－１５　レジデンシア国分

寺１０４　在宅マッサージフ

レアス　国分寺

【国分寺】あん摩マッ

サージ指圧師（在宅訪問

の経験不問）

【在宅マッサージ】医師の同意の下、歩行困難な利用者宅や施設へ　社用車で訪問し、

在宅マッサージを行います。１日あたり７～１０名程度、お１人あたり２０分でマッ

サージ・機能訓練を行います。利用者の獲得は専門の担当者（相談員）が行いますの

で、営業業務はございません。訪問に必要な車両、ユニフォーム、携帯電話等は無料貸

与します。ご入社の際に在宅マッサージの技術と知識を学ぶ研修や交通安全研修をお受

けいただきますので、資格取得見込の方、ブランクのある方、運転に自信のない方も安

心して　ご応募下さい。（電話０１２０－９３８－８４１）

正社員
171,400円～

211,310円

13080-

25752531

株式会社　トーカンオ

リエンス

東京都国分寺市泉町２－６－

１　トミンハイム国分寺泉町

【国分寺市】集合住宅の

清掃スタッフ
集合住宅共用部の日常清掃 パート労働者

1,100円～1,100

円

13150-

01286531

株式会社　ビーエーエ

ス

東京都国分寺市東恋ケ窪５丁

目１４－４　　ソフトバンク

国分寺府中街道店

【週休３日！】ソフトバ

ンク携帯電話販売／国分

寺市

【未経験ＯＫ！週休３日制】　　全てのお客様に納得のいく契約を結んで頂けるよう親

切丁寧に接客を行い、信頼される店作りを行います。最新のスマホをお客様にご提案、

アフターフォローまで行います。最適なプランの提案から使い方の説明まで、地域に根

ざした店舗を作っていきます。　　【未経験から活躍しているスタッフ多数在籍！】　

仕事内容は先輩スタッフが基礎から教えていきます。動画研修や外部研修などを行い無

理なく覚えていけるので安心してご応募ください！　（半年経過後に上司面接をし無期

契約の正社員に移行することができます。）

正社員以外
168,000円～

238,000円

13150-

01292831

株式会社　ビーエーエ

ス

東京都国分寺市本町４－１３

－５　アーバンハイム１Ｆ　　

ソフトバンク国分寺店

【週休３日！】ソフトバ

ンク携帯電話販売／国分

寺市

【未経験ＯＫ！週休３日制】　　全てのお客様に納得のいく契約を結んで頂けるよう親

切丁寧に接客を行い、信頼される店作りを行います。最新のスマホをお客様にご提案、

アフターフォローまで行います。最適なプランの提案から使い方の説明まで、地域に根

ざした店舗を作っていきます。　　【未経験から活躍しているスタッフ多数在籍！】　

仕事内容は先輩スタッフが基礎から教えていきます。動画研修や外部研修などを行い無

理なく覚えていけるので安心してご応募ください！　（半年経過後に上司面接をし無期

契約の正社員に移行することができます。）

正社員以外
168,000円～

238,000円
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13040-

00269231
株式会社明日葉

東京都国分寺市光町三丁目１

３番地１９

【正社員】児童指導員／

国分寺市立ひかり児童館

子ども達が楽しく元気に過ごせて、保護者が安心して子どもを預けられる施設を一緒に

作っていきましょう☆彡　働きやすさ◎ブランクＯＫ◎未経験大歓迎・経験者優遇◎安

心のフォロー体制◎　＜仕事内容＞　●児童の見守り●登室、退室管理●おやつ発注・

提供　●行政・学校・地域などの関係機関との連携●保護者対応　●イベントの企画・

運営●事務作業（おたよりの作成等）　★即時入社・勤務可能！（入社時期は希望を考

慮します）　＜前職のご経験によっては副施設長や施設長をお願いすることがあります

＞

正社員
183,000円～

212,000円

13040-

00288731
株式会社明日葉

東京都国分寺市光町三丁目１

３番地１９

【正社員】児童指導員／

国分寺市立第一光町学童

保育所

子ども達が楽しく元気に過ごせて、保護者が安心して子どもを預けられる施設を一緒に

作っていきましょう☆彡　働きやすさ◎ブランクＯＫ◎未経験大歓迎・経験者優遇◎安

心のフォロー体制◎　＜仕事内容＞　●児童の見守り●登室、退室管理●おやつ発注・

提供　●行政・学校・地域などの関係機関との連携●保護者対応　●イベントの企画・

運営●事務作業（おたよりの作成等）　★即時入社・勤務可能！（入社時期は希望を考

慮します）　＜前職のご経験によっては副施設長や施設長をお願いすることがあります

＞

正社員
183,000円～

212,000円

13040-

00277231
株式会社明日葉

東京都国分寺市光町三丁目１

番地１（国分寺市立第二小学

校用地　内）

【正社員】児童指導員／

国分寺市立第三光町学童

保育所

子ども達が楽しく元気に過ごせて、保護者が安心して子どもを預けられる施設を一緒に

作っていきましょう☆彡　働きやすさ◎ブランクＯＫ◎未経験大歓迎・経験者優遇◎安

心のフォロー体制◎　＜仕事内容＞　●児童の見守り●登室、退室管理●おやつ発注・

提供　●行政・学校・地域などの関係機関との連携●保護者対応　●イベントの企画・

運営●事務作業（おたよりの作成等）　★即時入社・勤務可能！（入社時期は希望を考

慮します）　＜前職のご経験によっては副施設長や施設長をお願いすることがあります

＞

正社員
183,000円～

212,000円

13040-

00294531
株式会社明日葉

東京都国分寺市泉町二丁目１

３番１９号

【正社員】児童指導員／

国分寺市立第三泉町学童

保育所

子ども達が楽しく元気に過ごせて、保護者が安心して子どもを預けられる施設を一緒に

作っていきましょう☆彡　働きやすさ◎ブランクＯＫ◎未経験大歓迎・経験者優遇◎安

心のフォロー体制◎　＜仕事内容＞　●児童の見守り●登室、退室管理●おやつ発注・

提供　●行政・学校・地域などの関係機関との連携●保護者対応　●イベントの企画・

運営●事務作業（おたよりの作成等）　★即時入社・勤務可能！（入社時期は希望を考

慮します）　＜前職のご経験によっては副施設長や施設長をお願いすることがあります

＞

正社員
183,000円～

212,000円

13040-

00282131
株式会社明日葉

東京都国分寺市光町三丁目１

番地１（国分寺市立第二小学

校用地　内）

【正社員】児童指導員／

国分寺市立第四光町学童

保育所

子ども達が楽しく元気に過ごせて、保護者が安心して子どもを預けられる施設を一緒に

作っていきましょう☆彡　働きやすさ◎ブランクＯＫ◎未経験大歓迎・経験者優遇◎安

心のフォロー体制◎　＜仕事内容＞　●児童の見守り●登室、退室管理●おやつ発注・

提供　●行政・学校・地域などの関係機関との連携●保護者対応　●イベントの企画・

運営●事務作業（おたよりの作成等）　★即時入社・勤務可能！（入社時期は希望を考

慮します）　＜前職のご経験によっては副施設長や施設長をお願いすることがあります

＞

正社員
183,000円～

212,000円
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13040-

00273931
株式会社明日葉

東京都国分寺市光町三丁目１

番地１（国分寺市立第二小学

校用地　内）

【正社員】児童指導員／

国分寺市立第二光町学童

保育所

子ども達が楽しく元気に過ごせて、保護者が安心して子どもを預けられる施設を一緒に

作っていきましょう☆彡　働きやすさ◎ブランクＯＫ◎未経験大歓迎・経験者優遇◎安

心のフォロー体制◎　＜仕事内容＞　●児童の見守り●登室、退室管理●おやつ発注・

提供　●行政・学校・地域などの関係機関との連携●保護者対応　●イベントの企画・

運営●事務作業（おたよりの作成等）　★即時入社・勤務可能！（入社時期は希望を考

慮します）　＜前職のご経験によっては副施設長や施設長をお願いすることがあります

＞

正社員
183,000円～

212,000円

13010-

19519231

株式会社　ニチイケア

パレス

東京都国分寺市西町２－３３

－１１　ニチイホーム国立

（当社施設）

〔契約〕ニチイホーム国

立／介護職

介護付有料老人ホーム「ニチイホーム国立」における介護業務　　　食事介助、水分補

給、口腔ケア　　排泄介助、入浴介助、レクリエーション実施　　居室整備、リネン交

換、外出付添い、介護記録作成など　　＊「お客様の笑顔と幸せの実現」という理念を

大切にしています　＊研修制度がありますので、安心してご応募ください

パート労働者 900円～950円

13010-

28194331

株式会社　ニチイケア

パレス

東京都国分寺市西町２－３３

－１１　ニチイホーム国立

（当社施設）

〔契約〕ニチイホーム国

立／看護職／オンコール

なし

有料老人ホームにおける看護業務　（バイタルチェック、処置巡回、診察介助、配薬準

備、与薬、　　看護記録作成、入院者病状把握、通院付添い、食事介助　等）　　　＊

入社時は全体研修を行います。　＊入社後は常勤看護師によるＯＪＴ研修を実施しま

す。　＊介護施設での業務経験がなくても、病院や訪問看護などの経験を　　活かせる

仕事です。

パート労働者
1,600円～1,800

円

13010-

19522631

株式会社　ニチイケア

パレス

東京都国分寺市西恋ケ窪２－

１１－２２　ニチイホーム西

国分寺（当社施設）

〔契約〕ニチイホーム西

国分寺／介護職

介護付有料老人ホーム「ニチイホーム西国分寺」における介護業務　　　食事介助、水

分補給、口腔ケア　　排泄介助、入浴介助、レクリエーション実施　　居室整備、リネ

ン交換、外出付添い、介護記録作成など　　＊「お客様の笑顔と幸せの実現」という理

念を大切にしています　＊研修制度がありますので、安心してご応募ください

パート労働者 900円～950円

14140-

00355531
株式会社　パスポート

東京都国分寺市西町３－２９

－２３　弊社「酒＆業務スー

パー国立弁天通り店」

★急募★業務スーパー店

舗運営スタッフ［国立弁

天通り店］

各店舗に裁量権があるため、社員の自由な発想でお店を盛り上げています。　■主な仕

事　＊品出し・レジ・売り場づくり・商品発注・伝票処理・スタッフ管理などできるこ

とからお願いしていきます。　＊仕事に自信がついてきたら、店長やエリアマネー

ジャーのポジションを目指していただくこともできます。　■現場主義　＊「まずは

やってみよう」が当社の社風。入社年次に関係なく全員が主役です。　＊未経験でもス

タッフを大切にする会社でじっくり成長し地域の皆さんの生活防衛集団として活躍して

いきましょう。

正社員
186,000円～

289,400円

13150-

02841731

株式会社　シノカツ

ホーム

東京都国分寺市本多２－１－

１４
１級建築士・２級建築士

工程管理・予算管理・現場職人さんへの指示・進捗確認・打合せ・外部業者との折衝・

発注業務・技術指導・安全指導・施工打合せ・プラン製図の作成・現地調査・進捗状況

報告書の作成　などです。　　＊この求人は、一級建築士・２級建築士の有資格者のみ

応募が可能　です。　　＊勤務日数：週３～５日　＊勤務日数・曜日相談に応じます。

パート労働者
1,500円～2,000

円

13150-

02825431

株式会社　シノカツ

ホーム

東京都国分寺市本多２－１－

１４

１級建築士・２級建築

士：正社員

工程管理・予算管理・現場職人さんへの指示・進捗確認・打合せ・外部業者との折衝・

発注業務・技術指導・安全指導・施工打合せ・プラン製図の作成・現地調査・進捗状況

報告書の作成　などです。　　＊この求人は、一級建築士・２級建築士の有資格者のみ

応募が可能　です。

正社員
200,000円～

200,000円
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求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13150-

02839831

株式会社　シノカツ

ホーム

東京都国分寺市本多２－１－

１４

１級建築施工管理技士：

２級建築施工管理技士

工程管理・予算管理・現場職人さんへの指示・進捗確認・打合せ・外部業者との折衝・

発注業務・技術指導・安全指導・施工打合せ・施工図面の作成・現地調査・進捗状況報

告書の作成　などです。　　＊この求人は、一級建築施工管理技士・２級建築施工管理

技士の　　有資格者のみ応募が可能です。　　＊勤務日数：週３日～５日　＊勤務日

数・曜日相談に応じます。

パート労働者
1,500円～2,000

円

13150-

02844931

株式会社　シノカツ

ホーム

東京都国分寺市本多２－１－

１４

１級建築施工管理技士：

２級建築施工管理技士：

正社員

工程管理・予算管理・現場職人さんへの指示・進捗確認・打合せ・外部業者との折衝・

発注業務・技術指導・安全指導・施工打合せ・施工図面の作成・現地調査・進捗状況報

告書の作成　などです。　　＊この求人は、一級建築施工管理技士・２級建築施工管理

技士の　　有資格者のみ応募が可能です。

正社員
200,000円～

200,000円

13070-

19489031

株式会社ドン・キホー

テ

東京都国分寺市本町２ー２ー

８　ピカソ国分寺店（店番３

７）

３７売場責任者・売場責

任者候補スタッフ

まずは、商品カテゴリー毎に分かれた７つのＭＤのいずれかの担当となり，先輩社員や

売場責任者と一緒に基本業務の習得をしていただきます。　商品知識の習得、商品ディ

スプレイ・陳列の工夫、発注業務、空間の演出など商売のイロハを学び、売場責任者を

目指して下さい。　売場責任者昇格後は、商品の仕入れ・選定から仕掛け作りなどお客

さまのニーズに応えられる売場創り全般をお任せいたします。売場責任者経験後は、バ

イヤーや、店長、複数店舗を担当する支社長、マーチャンーダイザーといったキャリア

ステップは様々です。

正社員
187,600円～

286,100円

13150-

03248431
株式会社　Ｆ’ｌｅａｐ

東京都国分寺市本町２－９－

２　ヴィル・フランシェ　２

Ｆ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　Ｅ

ＡＲＴＨ　国分寺店

ＥＡＲＴＨ　スタイリス

ト（美容師）国分寺店

・お客様のカウンセリング　・カット、カラー、セット、シャンプー、ブロー、パーマ

などの施術　・お客様のお出迎え、お見送り、お会計　・予約管理などフロント業務　

・清掃　・アシスタントの教育、指導　・商品管理　※雇用期間：初回２ヶ月、次回

６ヶ月、次々回期間の定めのない　　　　　　　正社員雇用となる。なお、正社員登用

後の定年年齢は　　　　　　　６５歳となります。　（社内的には８ヶ月試用期間の正

社員との位置づけです。）

正社員以外
185,000円～

293,000円

13150-

03249731
株式会社　Ｆ’ｌｅａｐ

東京都国分寺市本町２－９－

２　ヴィル・フランシェ　２

Ｆ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　Ｅ

ＡＲＴＨ　国分寺店

ＥＡＲＴＨ　美容師アシ

スタント　国分寺店

・お客様のカウンセリング　・カット、カラー、セット、シャンプー、ブロー、パーマ

などの　　施術のサポート　・お客様のお出迎え、お見送り、お会計　・予約管理など

フロント業務　・清掃　・後輩スタッフの教育、指導　・商品管理　※雇用期間：初回

２ヶ月、次回６ヶ月、次々回期間の定めのない　　　　　　　正社員登用となる。な

お、正社員登用後の定年年齢は　　　　　　　６５歳となります。　（社内的には８ヶ

月試用期間の正社員との位置づけです。）

正社員以外
185,000円～

185,000円

13150-

03250931
株式会社　Ｆ’ｌｅａｐ

東京都国分寺市泉町２丁目９

－２　スポーツクラブルネサ

ンス１Ｆ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫ

Ｅ　ＥＡＲＴＨ　西国分寺店

ＥＡＲＴＨ　美容師アシ

スタント　西国分寺店

・お客様のカウンセリング　・カット、カラー、セット、シャンプー、ブロー、パーマ

などの　　施術のサポート　・お客様のお出迎え、お見送り、お会計　・予約管理など

フロント業務　・清掃　・後輩スタッフの教育、指導　・商品管理　※雇用期間：初回

２ヶ月、次回６ヶ月、次々回期間の定めのない　　　　　　　正社員雇用となる。な

お、正社員登用後の定年年齢は　　　　　　　６５歳となります。　（社内的には８ヶ

月試用期間の正社員との位置づけです。）

正社員以外
185,000円～

185,000円
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13150-

03990431
株式会社　テス

東京都国分寺市光町２－８－

３８　（公財）鉄道総合技術

研究所内　　株式会社　テス　

技術本部　試作部

ＮＣ旋盤技能者／嘱託社

員

ＮＣ旋盤により実験器具、試作品の部品加工、製作などを行います　必要に応じて、フ

ライス盤やボール盤などのその他工作機械も　使います。　　＊２０２３年にＮＣ旋盤

（オークマ製）を新規に導入したため、Ｎ　Ｃ旋盤を扱える方を募集します。　　＊制

作依頼者と相談しながら加工方法を工夫するなど、これまでの　経験を生かし量産品の

加工とは違った仕事の充実感が得られます　　＊経験が浅い方も是非ご連絡ください。

正社員以外
180,000円～

230,000円

13150-

01297331

株式会社　ビーエーエ

ス

東京都国分寺市南町３－２０

－３　　「ＳＵＢＷＡＹ国分

寺マルイ店」

ＳＵＢＷＡＹ正社員：国

分寺マルイ店

国分寺駅中のマルイ地下１階の「ＳＵＢＷＡＹ」　　オーダーメイドでお客様のご注文

を聞きながら、　サンドイッチを調理していきます。　　＊お仕事は社員、先輩スタッ

フが丁寧に教えていくので　　初めての方も安心してご応募ください。

正社員
238,000円～

318,000円

13150-

03325531

株式会社　エース・シ

ステム・エンジニアリ

ング

東京都国分寺市泉町２－９－

１　西国分寺ライフタワー１

６０５　当社　営業本部

Ｗｅｂ開発技術者

Ｗｅｂ開発作業　システム進捗管理、品質管理　お客様問い合わせメール・電話対応　

報告書等ドキュメント類の作成　　　※職場で慣れてから、テレワーク（在宅勤務）に

なります。　　現在８割が在宅勤務です。

正社員
350,000円～

550,000円

13170-

03311031

株式会社　インテグリ

ティコーポレーション

東京都国分寺市本町３－６－

６　キーパーク３階　トータ

ルエステ＆アイラッシュ

『ビューティセンス国分寺

店』

アイリスト（マツエク・

まつげパーマ・美眉・ヘ

アカラー他）

◎綺麗になりたい！魅力的な女性になりたい！と努力するお客様の　　ご要望に耳を傾

け、トータル美容という手段でその実現を精一杯　　サポートするお仕事です♪　◎西

東京市で創業３０年超のトータルサロン『リヴェール』の姉妹　　サロンのため、高度

なノウハウの蓄積があります。　◎多彩なメニューを丁寧に指導しますので、着実に知

識習得と技術　　向上ができ、「手に職」を付けられます♪　◎まつげや眉毛だけでな

く、希望によりエステ技術の習得も可！　※個人売上ノルマが無く、お客様本位のお仕

事が可能！　※残業が少ないため、プライベートも充実！　※社会保険・労働保険は、

入社後すぐに加入で安心！　※エステ施術・店販品の社員大幅割引／研修費用完全無料

正社員
245,000円～

300,000円

13170-

03312831

株式会社　インテグリ

ティコーポレーション

東京都国分寺市本町３－６－

６　キーパーク３階　トータ

ルエステ＆アイラッシュ

『ビューティセンス国分寺

店』

アイリスト（マツエク・

まつげパーマ・美眉・ヘ

アカラー他）

◎綺麗になりたい！魅力的な女性になりたい！と努力するお客様の　　ご要望に耳を傾

け、トータル美容という手段でその実現を精一杯　　サポートするお仕事です♪　◎西

東京市で創業３０年超のトータルサロン『リヴェール』の姉妹　　サロンのため、高度

なノウハウの蓄積があります。　◎多彩なメニューを丁寧に指導しますので、着実に知

識習得と技術　　向上ができ、「手に職」を付けられます♪　◎まつげや眉毛だけでな

く、希望によりエステ技術の習得も可！　※個人売上ノルマが無く、お客様本位のお仕

事が可能！　※残業が少ないため、プライベートも充実！　※社会保険・労働保険は、

入社後すぐに加入で安心！　※エステ施術・店販品の社員大幅割引／研修費用完全無料

正社員以外
240,000円～

300,000円

13150-

04414831

イエノウエノカフェ　

杉田　直木

東京都国分寺市本町３－８－

１５　１階テラス　イエノシ

タノバール

イタリアンバールのス

タッフ（調理・接客）／

国分寺

・マンション一階にある小さなバーのスタッフ（５名満席）　・マンション管理も兼ね

る為、定期的な清掃業務があります。　・基本一人シフトです。
パート労働者

1,082円～1,200

円
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13170-

03308731

株式会社　インテグリ

ティコーポレーション

東京都国分寺市本町３－６－

６　キーパーク３階　トータ

ルエステ＆アイラッシュ

『ビューティセンス国分寺

店』

エステティシャン（フェ

イシャル・ボディ・ブラ

イダル他）

◎綺麗になりたい！痩せて魅力的な女性になりたい！と目的を持っ　　て頑張るお客様

に寄り添い、エステという手段でその実現を精一　　杯サポートするお仕事です♪　◎

エステ機器とハンド技術を組み合わせた施術メニューです。　◎西東京市で創業３０年

超のトータルサロン『リヴェール』の姉妹　　サロンのため、高度なノウハウの蓄積が

あります。　◎多彩なメニューを丁寧に指導しますので、着実に知識習得と技術　　向

上ができ、「手に職」を付けられます♪　※個人売上ノルマが無く、お客様本位のお仕

事が可能！　※残業が少ないため、プライベートも充実！　※社会保険・労働保険は、

入社後すぐに加入で安心！　※エステ施術・店販品の社員大幅割引／研修費用完全無料

正社員
245,000円～

300,000円

13170-

03310131

株式会社　インテグリ

ティコーポレーション

東京都国分寺市本町３－６－

６　キーパーク３階　トータ

ルエステ＆アイラッシュ

『ビューティセンス国分寺

店』

エステティシャン（フェ

イシャル・ボディ・ブラ

イダル他）

◎綺麗になりたい！痩せて魅力的な女性になりたい！と目的を持っ　　て頑張るお客様

に寄り添い、エステという手段でその実現を精一　　杯サポートするお仕事です♪　◎

エステ機器とハンド技術を組み合わせた施術メニューです。　◎西東京市で創業３０年

超のトータルサロン『リヴェール』の姉妹　　サロンのため、高度なノウハウの蓄積が

あります。　◎多彩なメニューを丁寧に指導しますので、着実に知識習得と技術　　向

上ができ、「手に職」を付けられます♪　※個人売上ノルマが無く、お客様本位のお仕

事が可能！　※残業が少ないため、プライベートも充実！　※社会保険・労働保険は、

入社後すぐに加入で安心！　※エステ施術・店販品の社員大幅割引／研修費用完全無料

正社員以外
240,000円～

300,000円

13150-

03377431

有限会社グッドフィー

ルド　吉田スーツ

東京都国分寺市南町３－１１

－２

オーダーメイド紳士服の

接客販売／契約社員

吉田スーツ店内でのオーダースーツ販売、開店準備、簡単な入力業務、接客対応、採寸

や納品など。　世界に一着だけのスーツを作り上げる楽しい仕事です。　研修も仕事と

して確実に覚えることが出来るので安心です。　リーダーシップを発揮できる仕事内容

が多いです。　希望すれば店長として店舗運営をお任せします。　　若いスタッフ（２

０代～３０代）が活躍中です。

正社員以外
190,000円～

210,000円

13170-

09102331
株式会社　米八東日本

東京都国分寺市南町３－２０

－３　国分寺マルイ　当社

「おこわ米八」

おこわ専門店でのお弁当

製造・販売スタッフ／国

分寺マルイ

〇有名百貨店・エキナカ等の店舗スタッフとして、おこわや、お弁当の製造・販売を基

礎から学んでいただきます。　　〇店舗での経験を積んでから、店長候補やエリアマ

ネージャー候補、新商品開発業務に携わることも可能です。　　※未経験の方には基礎

から丁寧に指導いたします。

正社員
185,000円～

250,000円

23020-

03327631
株式会社　まつおか

東京都国分寺市南町３－２０

－３　マルイ国分寺店Ｂ１　

花まつおか　国分寺丸井店

お惣菜・お弁当の盛付ス

タッフ／国分寺丸井店

＊お弁当の盛付スタッフ　店内厨房で出来上がったご飯とお総菜を、彩り良く盛り付け

るお仕事です。　多くの方が未経験から始めています。
パート労働者

1,080円～1,080

円

23020-

03332531
株式会社　まつおか

東京都国分寺市南町３－２０

－３　マルイ国分寺店Ｂ１　

花まつおか　国分寺丸井店

お惣菜・お弁当の調理ス

タッフ／国分寺丸井店

煮物を作ったり、野菜のカット、揚げ物等の調理をお願いします。　　レシピがあるの

で、普段のお料理が出来れば大丈夫です。　　※調理場が暑く、大きな調理器具を扱う

お仕事です。　　※お料理のレパートリーも増えるかもしれません。　　自分の作った

お惣菜・お弁当で、お客様に喜んでもらえる仕事です。

パート労働者
1,080円～1,080

円
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求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

23020-

18227731
株式会社　まつおか

東京都国分寺市南町３－２０

－３　マルイ国分寺店Ｂ１　

花まつおか　国分寺丸井店

お惣菜・お弁当の販売ス

タッフ／国分寺丸井店

店内厨房で作った和惣菜の量り売りのお仕事です。　お客さまとの出会いによっておも

てなしの力がアップし、身についた力を将来に活かせます。　多くの方が未経験から始

めています。

パート労働者
1,080円～1,080

円

13190-

01633031
有限会社　丸昌商店

東京都国分寺市南町３丁目２

０－３セレオ国分寺　マルイ

国分寺Ｂ１Ｆ「五右衛門とう

ふ」

お豆腐及び関連商品の販

売（国分寺）

＊マルイ国分寺店内にある「五右衛門とうふ」の販売スタッフの　　募集です。　　・

商品の陳列、パックの包装、お客様対応、レジ作業など　・お豆腐以外にも、お菓子や

お惣菜もあります。　　＊接客が大好きで明るく元気な方、応募をお待ちしています。

パート労働者
1,090円～1,090

円

27060-

05118231

株式会社　あきんどス

シロー

東京都国分寺市本町２丁目２

番１号　ｃｏｃｏｂｕｎｊｉ

ＥＡＳＴ　Ｂ１Ｆ　スシロー

国分寺店

キッチン・ホールスタッ

フ（スシロー国分寺店　

６１５）

（キッチンのお仕事）　　・お寿司の調理、調理補助　　・食器の洗浄　・厨房の清掃　

など　（ホールのお仕事）　　・お客様を席へご案内　　・注文のお伺い、お会計　　

・テーブルの片づけ　　※アルバイト未経験の方でも大歓迎です。　※６０歳以上の方

も大歓迎！　　みんなで声を掛け合いながら、協力してお仕事をしています。

パート労働者
1,080円～1,080

円

13040-

09969431

株式会社ユニマット　

リタイアメント・コ

ミュニティ

東京都国分寺市戸倉２－１４

－１５　国分寺グループホー

ムそよ風

グループホームの介護職

員募集

国分寺グループホームそよ風（１ユニット定員６名、２ユニット）　では将来のリー

ダー等候補の介護職員募集致します　【主な職務】　入浴・食事・排泄・見守り、更

衣・就寝起床・巡視の介助全般　食事の準備及び片付け・清掃・洗濯・リネン交換等、　

介護記録の入力、各種帳票類作成、会議への参加　※資格・経験等を考慮し優遇致しま

す。　※新任研修をしっかり実施。他各種研修制度あり　※ジョブアップをお考えの方

には適した環境です。　※コロナ対策実施の上で事前の施設見学が可能です。　ご不明

な点はお気軽にお問合せ下さい。

正社員
189,171円～

247,640円

13040-

09823731

株式会社ユニマット　

リタイアメント・コ

ミュニティ

東京都国分寺市戸倉２－１４

－１５　国分寺グループホー

ムそよ風

グループホームの管理者

募集

国分寺グループホームそよ風（１ユニット定員６名、２ユニット）　では当施設の管理

者を募集致します。　【主な職務】　・ケアマネージャーや家族との連絡相談業務　・

お客様の契約や介護報酬の請求業務　・介護雇用管理：職員の教育・勤怠マネジメント

業務　・運営管理：利用日程調整業務、　　　　　　　稼働率や外部への営業及び、後

方活動　・空いている時間での介助補助全般　※資格・経験等を考慮し優遇致します。　

※新任研修をしっかり実施。他各種研修制度あり　※コロナ対策実施の上で事前の施設

見学が可能です。

正社員
244,262円～

321,915円

13040-

09759531

株式会社ユニマット　

リタイアメント・コ

ミュニティ

東京都国分寺市戸倉２－１４

－１５　国分寺グループホー

ムそよ風

グループホームの計画作

成担当者募集

国分寺グループホームそよ風（１ユニット定員６名、２ユニット）　では当施設の計画

作成担当者を募集致します。　【主な職務】　ケアマネジメントにおける業務全般とし

て　・利用契約の締結、サービスの連絡、調整　・ケアプラン等各種書類作成・請求業

務　・会議、各種研修への参加（入職時、新任研修あり）　・空いている時間での介護

職務全般　※資格・経験等を考慮し優遇致します。　※新任研修をしっかり実施。他各

種研修制度あり　※コロナ対策実施の上で事前の施設見学が可能です。　ご不明な点は

お気軽にお問合せ下さい。

正社員
219,655円～

311,099円
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求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13150-

06607031

株式会社　永興（事業

所　訪問看護・居宅・

通所介護・地域密着型

通所介護・障がい者グ

ループホーム）

東京都国分寺市並木町３－２

６－４７　　縁グループホー

ム　梅

グループホーム世話人／

並木町

家庭的雰囲気の女性４人の障害者グループホーム。　　夕食、朝食の準備、お風呂の介

助、トイレの誘導、整理整頓など　夜１０時～朝６時仮眠時間
パート労働者

1,560円～1,560

円

13080-

02349831

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ

東京都国分寺市南町１－１２

－７　国分寺南町事務所１階　

ケアリッツ国分寺

ケアスタッフ（ホームヘ

ルパー・正社員）／国分

寺

介護サービスを必要としているお客様のお宅へ伺い、生活のサポートをするお仕事で

す。　先輩との同行訪問からスタートし、引き継ぎ後、ホームヘルパー業務（身体介

護、生活援助）を行います。　その他に、後輩スタッフの育成や、サービス提供責任者

の補佐業務（手順書の作成など）をお願いする場合があります。　キャリアパス制度が

整っていますので、サービス提供責任者を目指して働くこともできます。

正社員
180,000円～

192,000円

13080-

02360331

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ

東京都国分寺市光町２－１０

－２４　アルコバレーノ２０

１　ケアリッツ国立

ケアスタッフ（ホームヘ

ルパー・正社員）／国立

介護サービスを必要としているお客様のお宅へ伺い、生活のサポートをするお仕事で

す。　先輩との同行訪問からスタートし、引き継ぎ後、ホームヘルパー業務（身体介

護、生活援助）を行います。　その他に、後輩スタッフの育成や、サービス提供責任者

の補佐業務（手順書の作成など）をお願いする場合があります。　キャリアパス制度が

整っていますので、サービス提供責任者を目指して働くこともできます。

正社員
180,000円～

192,000円

13150-

02769531

有限会社　エンジョイ

ライフ

東京都国分寺市日吉町２－１

６－２５コープ日吉１０２　

エンジョイライフ・ケア

ケアマネージャー

ケアマネージャーとしての業務　・在宅高齢者に対するケアプランの作成　・ケアプラ

ンに基づくサービス事業所とのコーディネイト　・その他事務作業等（パソコン使用　

＊希望がある方は週１回程度の在宅勤務可

正社員
170,000円～

190,000円

13150-

04928731
国分寺市役所

東京都国分寺市戸倉３－１－

１　こどもの発達センターつ

くしんぼ

こどもの発達相談担当

（時間額会計年度任用職

員）／戸倉

国分寺市こどもの発達センターつくしんぼにおける心身障害児の療育指導、発達相談、

発達検査、訪問支援等
パート労働者

1,820円～1,820

円

13170-

08526831

環衛サービス　株式会

社

東京都国分寺市西恋ヶ窪２－

１６－７　国分寺支店

ごみ収集作業員【正社

員】国分寺市

２ｔ・３ｔ車で国分寺市内の家庭から出るごみの収集作業。　作業は国分寺市内のごみ

の収集を２人ペアで行っていただきます。
正社員

211,250円～

211,250円

13040-

08004631

株式会社　ジャパンユ

ナイテッドオペレー

ション

東京都国分寺市西恋ケ窪４－

９－８　国分寺清掃センター

内　（株）日本管財環境サー

ビス国分寺事業所

ごみ処理業務（フルタイ

ム）／国分寺市

市民の生活を支える、社会貢献度の高いお仕事です。　＜お仕事詳細＞　◆ベルトコン

ベアー上を流れる不燃物の選別　◆施設内に設置された機器の操作　◆機器のメンテナ

ンス　◆分別した不燃物の運搬　◆施設内の清掃　など　人柄重視の採用を行っており

ます。　ほとんどの方が未経験からのスタート。　親切丁寧に一から教えますのでご安

心ください。　転勤も無いので、地元で長く働きたい方にピッタリです！

無期雇用派遣

労働者

190,000円～

230,000円

13150-

04764831
有限会社　マルタカ

国分寺市西元町３－８－７　

セブンイレブン国分寺西元町　

小平市たかの台３１－１５　

セブンイレブン小平たかの台　

小金井市中町３－１７－８　

セブンイレブン小金井中町３

丁目

コンビニ店員（店長）／

国分寺市・小平市・小金

井市

コンビニ（セブンイレブン）全般（接客、商品陳列など）　店員、アルバイトの管理　　

※就業場所は相談に応じます。
正社員

270,000円～

600,000円
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求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13150-

04765231
有限会社　マルタカ

国分寺市西元町３－８－７　

セブンイレブン国分寺西元町　

小平市たかの台３１－１５　

セブンイレブン小平たかの台　

小金井市中町３－１７－８　

セブンイレブン小金井中町３

丁目

コンビニ店員／国分寺

市、小平市、小金井市

コンビニ（セブンイレブン）全般（接客、商品陳列など）　　※将来は店長となってい

ただきたいと考えています。　　※就業場所は相談に応じます。
正社員

240,000円～

350,000円

13150-

04786931
有限会社　マルタカ

国分寺市西元町３－８－７　

セブンイレブン国分寺西元町　

小平市たかの台３１－１５　

セブンイレブン小平たかの台　

小金井市中町３－１７－８　

セブンイレブン小金井中町３

丁目

コンビニ店員／国分寺

市・小平市・小金井市

コンビニ（セブンイレブン）全般（接客、商品陳列など）　　※就業場所は相談に応じ

ます。
パート労働者

1,080円～1,200

円

13150-

05749331

一般社団法人　こころ

のネットワーク陽　　

（放課後等デイサービ

ス　メリーランド）

東京都国分寺市西町２－２－

３　メリーランド国分寺

サービス管理責任者（経

験者）／メリーランド国

分寺

＊利用者の支援（食事・排泄介助、レクリエーション）　　　利用者数：約１０～１５

名　＊送迎業務：学校～施設～自宅　　　使用車：ノア（８人乗り）　　　エリア：立

川、国分寺、国立　＊施設清掃　など

正社員
170,000円～

170,000円

13080-

23922831

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ

東京都国分寺市南町１－１２

－７　国分寺南町事務所１階　

ケアリッツ国分寺

サービス提供責任者（正

社員）／国分寺

訪問介護事業所において、サービス提供責任者として活躍して頂きます。　自社・他社

ケアマネージャーとのやりとりや、担当のお客様のケアに関わるスタッフへの情報共有

やフォロー、訪問介護計画に関わる書類作成などを担当して頂きます。　ＩＴ化を進め

ているため、事務処理に割く時間を圧倒的に短縮して、サービス提供責任者も積極的に

サービスに入れる体制をつくっています。　効率化により、無駄な残業はほぼありませ

ん。

正社員
211,000円～

225,000円

13080-

23926731

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ

東京都国分寺市光町２－１０

－２４　アルコバレーノ２０

１　ケアリッツ国立

サービス提供責任者（正

社員）／国立

訪問介護事業所において、サービス提供責任者として活躍して頂きます。　自社・他社

ケアマネージャーとのやりとりや、担当のお客様のケアに関わるスタッフへの情報共有

やフォロー、訪問介護計画に関わる書類作成などを担当して頂きます。　ＩＴ化を進め

ているため、事務処理に割く時間を圧倒的に短縮して、サービス提供責任者も積極的に

サービスに入れる体制をつくっています。　効率化により、無駄な残業はほぼありませ

ん。

正社員
211,000円～

225,000円

13150-

04317031

特定非営利活動法人　

ケア・センターやわら

ぎ

東京都国分寺市本町４－１－

２　エスポアール花澤台１階　

　やわらぎ国分寺事業所

サービス提供責任者／国

分寺市

＊「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」気持ちの良い　　スタッフが皆様を

お待ちしております。　　訪問介護職員のまとめ役とご利用様お一人おひとりに合わせ

た　訪問介護サービスの計画づくり等をお願いします。　　＊雇用後、６ヶ月は有期契

約として採用します。　　当該６ヶ月後の更新の際、正職員として雇用します。　　＊

未経験の方でも丁寧に指導いたします。

正社員以外
191,000円～

387,000円
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求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13150-

02112031

社会福祉法人　三多摩

福祉会

東京都国分寺市富士本１－２

８－５７　社会福祉法人　三

多摩福祉会　コスモス国分寺

サービス提供責任者／国

分寺市

支援を必要とするご利用者様のご自宅を訪問し、身体介護や生活援助の訪問介護サービ

スを提供します。　ご利用者様の生活を支える、やりがいのあるお仕事です。　　主な

仕事は　　・訪問介護計画書の作成　　・関係機関との連絡調整　　・ヘルパーのシフ

ト管理、業務指導　等　　未経験の方には、サービス提供責任者の業務を丁寧に指導し

ます。

正社員
171,275円～

244,125円

13150-

00693831

有限会社　エム・

シー・ケア・サポート

東京都国分寺市泉町３－３７

－３　パレスラフィーネＦ２

サービス提供補佐及び訪

問介護

＊訪問介護業務とサービス提供責任者の補佐として、以下の業務を行っていただきま

す。　（訪問介護地域：国分寺市内、国立市内、近隣の地域）　　・訪問介護業務と

サービス提供責任者の補佐　　・お客様とのサービス内容の確認・調整　　・上記業務

に関する事務作業及び介護業務　　＊資格取得をサポートします。安心してご応募くだ

さい。　　＊アットホームで働きやすい、働きがいのある職場です。ぜひ、あなたの

キャリアをふじざくらで生かしてください！

正社員以外
200,000円～

250,000円

13150-

06796831
国分寺市役所

東京都国分寺市西町５－１８　

　国分寺市立第八小学校

サポート教室支援員（時

間額会計年度任用職員）

／八小

通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童への個別指導等 パート労働者
1,850円～1,850

円

13150-

01295431

株式会社　ビーエーエ

ス

東京都国分寺市南町３－２０

－３　　「ＳＵＢＷＡＹ国分

寺マルイ店」

サンドイッチ販売スタッ

フ：ＳＵＢＷＡＹ国分寺

マルイ

国分寺駅中のマルイ地下１階の「ＳＵＢＷＡＹ」　　オーダーメイドでお客様のご注文

を聞きながら、　サンドイッチを調理していきます。　　＊お仕事は社員、先輩スタッ

フが丁寧に教えていくので　　初めての方も安心してご応募ください。　　※週２日

～、１日３時間～ＯＫ！　他の勤務地の求人も募集中です（国立、八王子、武蔵村山、

渋谷など）

パート労働者
1,072円～1,250

円

13150-

03314031

株式会社　エース・シ

ステム・エンジニアリ

ング

東京都国分寺市泉町２－９－

１　西国分寺ライフタワー１

６０５　当社　営業本部

システムエンジニア（生

保）

生保ＳＥ作業　システム進捗管理、品質管理　お客様問い合わせメール・電話対応　報

告書等ドキュメント類の作成　　※職場で慣れてから、テレワーク（在宅勤務）になり

ます。　　現在８割が在宅勤務です。

正社員
412,000円～

550,000円

13150-

03303631

株式会社　エース・シ

ステム・エンジニアリ

ング

東京都国分寺市泉町２－９－

１　西国分寺ライフタワー１

６０５　当社　営業本部

システムエンジニア（損

保）

損保ＳＥ作業　システム進捗管理、品質管理　お客様問い合わせメール・電話対応　報

告書等ドキュメント類の作成　　※職場で慣れてから、テレワーク（在宅勤務）になり

ます。　　現在８割が在宅勤務です。

正社員
412,000円～

550,000円

01230-

02282231

株式会社　ブレインソ

フト

東京都国分寺市西恋ケ窪２丁

目２－１　ビーンズアネック

ス国分寺ビル２階　「（株）

ブレインソフト東京事業所」

システムエンジニア・プ

ログラマー（東京都国分

寺市）

組込ソフトウェア開発・制御系ファームウェア開発・クライアントサーバーシステム開

発業務を行っていただきます。
正社員

204,000円～

370,000円

13090-

09191031

文化シヤッターサービ

ス　株式会社

東京都国分寺市北町２－７－

９　多摩ＳＳ

シャッター修理点検技術

者（多摩ＳＳ）／国分寺

市

各種シャッターの修理・メンテナンスを中心としたアフターサービスを行います。　お

客様からのシャッター等の修理依頼にスピーディーに稼働、鍵の修理からシャッターの

破損・電気系統のトラブルまで対応していただきます。　また、シャッター等のトラブ

ルを未然に防止する定期点検業務も積極的に行っています。　人材育成のための社内教

育研修制度及び国家資格取得制度有ります。

正社員
164,700円～

198,000円
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求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13040-

10375231
株式会社サダマツ

東京都国分寺市南町３－２０

－３　セレオ国分寺２Ｆ

ジュエリー販売／セレオ

国分寺店

私たちは、単にアクセサリー／ジュエリーを販売しているのではありません。アクセサ

リー／ジュエリーはジュエリーは、お客さまの人生の大切な「想い出」となるアイテム

です。　お客さまの特別な日を演出したり、特別な想いを誰に伝えるお手伝いをするこ

とがお仕事だと考えています。　そして、私たちは一緒に働くスタッフを大切な「仲

間」として尊重、尊敬しながらチームで取り組んでいます。なのでノルマや自身での購

入義務もありません。是非とも一緒に私たちのチームに入りませんか。　＊当初３ヶ月

有期雇用契約、正社員・契約社員登用制度あり（特記事項参照）

パート労働者
1,100円～2,000

円

13130-

03033231
三陽自動車　株式会社 東京都国分寺市泉町

スイミングスクールの送

迎ドライバー＜西国分寺

＞

＊スイミングスクールに通う児童・生徒様の送迎業務　　＊給油・車両点検・清掃作業　

　＊点検時の回送業務　　　　※事前に丁寧に同乗研修も行いますので、安心して下さ

い。

パート労働者
1,500円～1,500

円

13010-

09841331

株式会社　セノン　東

京第三支社

東京都国分寺市本町３－１－

１　シティタワー国分寺　

ザ・ツイン・ウエストＢ１Ｆ

セキュリティ（警備）ス

タッフ／国分寺市本町

・一流企業の施設で安全を守る大切な仕事をお任せします。　・チーム内のシフトに

従って防災センターでの監視業務や立哨業務　、巡回業務等に携わっていただきます。　

　　　・非常時等を除き屋外での業務はございません。　　　　　・異業種からの転職

者も多く、未経験の方でも教育いたしますので　、ご安心ください。　　　　　　　　　

　　　　　・警備に関わる資格取得により収入アップが実現できます。　　　　　・

ホームページや（静）タブを押し事業所画像登録での紹介をご覧　ください。

パート労働者
1,300円～1,300

円

13150-

01302931

株式会社　ビーエーエ

ス

東京都国分寺市本町２－１０

－２

ソフトバンクスタッフ

（正社員／国分寺）

【未経験でもＯＫ！】　　ソフトバンクショップにてスマートフォン、タブレット端末

等の　契約や料金プランの見直し、操作の補助や使い方のご案内などを行　っていただ

きます。　　【未経験から活躍しているスタッフ多数在籍！】　仕事内容は専用のタブ

レット端末を使って基礎から動画や問題集で　研修を行っていきます。分からないとこ

ろや疑問点は先輩スタッフ　がフォローしていきますので遠慮なく聞いて下さい。携帯

電話販売　が未経験からスタートしているスタッフが９０％以上ですので、ど　なたで

もご応募歓迎します！

正社員
240,000円～

320,000円

13150-

01291031

株式会社　ビーエーエ

ス

東京都国分寺市東恋ケ窪５丁

目１４－４　　ソフトバンク

国分寺府中街道店

ソフトバンクスタッフ

（正社員／国分寺恋ヶ

窪）

【未経験でもＯＫ！】　　ソフトバンクショップにてスマートフォン、タブレット端末

等の　契約や料金プランの見直し、操作の補助や使い方のご案内などを行　っていただ

きます。　　【未経験から活躍しているスタッフ多数在籍！】　仕事内容は専用のタブ

レット端末を使って基礎から動画や問題集で　研修を行っていきます。分からないとこ

ろや疑問点は先輩スタッフ　がフォローしていきますので遠慮なく聞いて下さい。携帯

電話販売　が未経験からスタートしているスタッフが９０％以上ですので、ど　なたで

もご応募歓迎します！

正社員
240,000円～

320,000円

13150-

01093331

株式会社　ビーエーエ

ス

東京都国分寺市東恋ケ窪５丁

目１４－４　　ソフトバンク

国分寺府中街道店

ソフトバンク携帯電話販

売補助／国分寺市

【未経験ＯＫ！】　ソフトバンクショップにてスマートフォンの操作案内、インター

ネット回線の提案、契約の手伝いを行っていただきます。　　【未経験から活躍してい

るスタッフ多数在籍！】　仕事内容は先輩スタッフが基礎から教えていきます。動画研

修や外部研修などを行い無理なく覚えていけるので安心してご応募ください。　正社員

登用も可能です。

パート労働者
1,250円～1,250

円
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求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13040-

49934422

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

デイサービスの介護ス

タッフ／東京都国分寺市

デイサービス　ソラスト国分寺の介護スタッフ　・レクリエーションの企画、運営　・

身体介護（食事、移動の付き添い）　・入浴見守り　・記録作成…など
パート労働者

1,115円～1,115

円

13040-

49957022

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

デイサービスの介護福祉

士／東京都国分寺市

デイサービス　ソラスト国分寺の介護福祉士　・レクリエーションの企画、運営　・身

体介護（食事、移動の付き添い）　・入浴見守り　・記録作成…など
パート労働者

1,145円～1,145

円

13040-

05086431

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

デイサービスの看護師／

東京都国分寺市

デイサービス　ソラスト国分寺の看護師　・バイタルチェック　・入浴後の処置（軟

膏、ガーゼ交換）　・服薬管理　・機能訓練指導　など
正社員

284,000円～

284,000円

13040-

52422822

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

デイサービスの看護師／

東京都国分寺市

デイサービス　ソラスト国分寺の看護師　・バイタルチェック（血圧測定、体温測定）　

・入浴後の処置（軟膏、ガーゼ交換）　・服薬管理　・機能訓練サポート…など
パート労働者

1,805円～1,805

円

13040-

25406931

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

デイサービスの機能訓練

指導員／東京都国分寺市

デイサービス　ソラスト国分寺の機能訓練指導員　・個別リハビリの実施、リハビリ機

器利用時の介助等　・個別機能訓練加算計画書等作成　・介護業務　、見守り等
正社員

282,000円～

282,000円

13040-

25259731

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

デイサービスの准看護師

／東京都国分寺市

デイサービス　ソラスト国分寺の准看護師　・バイタルチェック（血圧測定、体温測

定）　・入浴後の処置（軟膏、ガーゼ交換）　・服薬管理　・機能訓練サポート…など
パート労働者

1,805円～1,805

円

13040-

05085531

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

デイサービスの准看護師

／東京都国分寺市

デイサービス　ソラスト国分寺の准看護師　・バイタルチェック　・入浴後の処置（軟

膏、ガーゼ交換）　・服薬管理　・機能訓練指導　など
正社員

274,000円～

274,000円

13070-

07227331

アースサポート株式会

社

東京都国分寺市内藤２丁目２

９－３

デイサービスヘルパー／

パート◎国立駅から徒歩

１０分

≪週１日～ＯＫ◎夜勤なし！勤務時間も相談可◎≫　未経験・資格なしＯＫ週１日～、

時間も相談いただけますので、家事や育児、介護、プライベートのスキマ時間に勤務可

能◎　未経験から始めたい方、ブランクのある方、育児などから社会復帰したい方も大

歓迎です！　デイサービスにおけるレクリエーションや機能訓練の補助、移動介助のお

仕事です。　お客様の笑顔をサポートしてください！！　お客様からの「ありがとう」

が大きなやりがいとなるお仕事です！　介護のお仕事はいつでもどこでも、必ず必要と

されます。　しっかりしたサポートのあるアースサポートで介護職をはじめてみません

か？

パート労働者 900円～900円

13070-

19889731

アースサポート株式会

社

東京都国分寺市内藤２丁目２

９－３

デイサービスヘルパー／

正社員◎国立駅から徒歩

１０分

■デイサービス内でのサービス提供をお願いします　・トイレ介助、入浴介助などのお

客様へのサービス提供　・レクリエーション　・お客様の送迎　・その他　　先輩ス

タッフや生活相談員などが一丸となってあなたをサポートします。　まずは当社の介護

を知っていただくところから始まります。　生活相談員などへのキャリアアップも可能

です。　介護の知識・経験を活かしたい方、介護にご興味をお持ちの方、ご応募をお待

ちしております！

正社員
130,000円～

130,000円

13070-

07199131

アースサポート株式会

社

東京都国分寺市内藤２丁目２

９番３

デイサービスヘルパー／

日給パート◎国立駅から

徒歩１０分

デイサービスにおける、レクリエーションや機能訓練・移動の補助等をお任せします。　

お客様の笑顔をサポートしてください！　　◆介護の資格・経験・年齢不問です！
パート労働者

1,082円～1,082

円
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13070-

05046131

アースサポート株式会

社

東京都国分寺市内藤２丁目２

９－３

デイサービス生活相談員

／正社員◎国立駅から徒

歩１０分

お客様のお悩みや不安な気持ちに寄り添ってサポートする、非常に重要なポジションで

す！夜勤もなく月９日（２月のみ８日）のお休みと特別休暇あり！もちろん有給休暇も

法定通り付与しますので、プライベートも大切にしながら働けます◎　■仕事内容■　

・デイサービスに来所されたお客様のトイレや入浴・リハビリ介助　・お客様、ご家族

との相談業務（日常や介護に関する悩み、困りごとなど）　・介護計画書の作成　など　

お客様やご家族、介護スタッフなどの関係者との調整役にもなりますので、コミュニ

ケーション能力も身に付きます！介護職員のサポートもありますので、介護スキルも役

に立ちます！

正社員
130,000円～

130,000円

13070-

06949331

アースサポート株式会

社

東京都国分寺市内藤２丁目２

９番３

デイサービス送迎ドライ

バー／パート◎国立駅か

ら徒歩１０分

デイサービスのお客様の送迎業務です。経験不問、シニアの方等も大勢活躍中です。 パート労働者 900円～900円

10040-

01912831

株式会社　介護ＮＥＸ

Ｔ

東京都国分寺市光町１－２０

－２５　ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ

国分寺光

デイ介護予防職員／ＧＥ

ＮＫＩ　ＮＥＸＴ国分寺

光≪急募≫

ご利用者さまを元気に、寝たきり予防のお手伝いをする仕事です！　★グループエクサ

サイズ・・・生活の質の向上のための予防トレー　　ニングの指導を行います。　★歩

行訓練・・・・２本のポールを使った歩行訓練を行います。　　正しい姿勢で安心・安

全・安定した歩行が可能になります。　★送迎業務・・・福祉車両は使わず、軽自動車

やミニバンクラス　　です。　　　　★小規模デイサービスなのでご利用者さまとしっ

かりと　　コミュニケーションが取れ、家族のような雰囲気で　　和気あいあいと過ご

せる職場です。

正社員
150,000円～

150,000円

10040-

01799631

株式会社　介護ＮＥＸ

Ｔ

東京都国分寺市光町１－２０

－２５

デイ機能訓練指導員／Ｇ

ＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ国分

寺光

・「寝たきりにしない」為の介護予防に特化したデイサービス≪ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ≫

で、ご利用者様の自立した生活を目的とした歩行改善に取り組んでいただきます。具体

的には、ポールウォークによる歩行訓練、運動不足により弱ってしまった足腰の筋肉を

強くするサーキットトレーニング、個々の目標に合せて弱点強化を目的としたパーソナ

ルトレーニング、モビリゼーションテクニック（関節調整）やストレッチを中心とした

パーソナルケア、他介助や送迎など。・「歩けるようになったらこうなりたい！」とい

う具体的な夢・目標をご利用者様と一緒に考え、これらのメニューに二人三脚で取り組

んでいただきます。　＊業務上で車の運転機会あり（社用ＡＴ車）

正社員
150,000円～

150,000円

13150-

04411931

イエノウエノカフェ　

杉田　直木

東京都国分寺市本町３－８－

１５　コクブンジノイエ店舗

６階屋上テラス　イエノウエ

ノカフェ

テラスカフェでの接客・

調理／国分寺

・接客サービス（３０席の小さなカフェです、未経験歓迎）　・簡単な調理（パスタや

サラダが中心です）　・店内の清掃やお皿洗い　・タッチパネルによるレジ操作
パート労働者

1,082円～1,200

円

13150-

04408531

イエノウエノカフェ　

杉田　直木

東京都国分寺市本町３－８－

１５　コクブンジノイエ店舗

６階屋上テラス　イエノウエ

ノカフェ

テラスカフェでの接客・

調理／国分寺【就職氷河

期世代歓迎】

・接客サービス（３０席の小さなカフェです、未経験歓迎）　・簡単な調理（パスタや

サラダが中心です）　・店内の清掃やお皿洗い　・タッチパネルによるレジ操作
正社員

200,000円～

300,000円
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13130-

04105331

ＭＸモバイリング　株

式会社

東京都国分寺市本町２－１０

－８　ドコモショップ国分寺

店（当社店舗）

ドコモショップスタッフ

＜国分寺店＞国分寺市本

町

ドコモショップ国分寺店　　カウンター窓口業務　・スマートホン、タブレット、携帯

電話の販売　・契約手続き（新規・変更・解約）　・端末操作案内　・その他　店舗運

営に関わる業務全般　フロア応対　・要望のヒアリング、各種サービスの提案　　※未

経験者歓迎　　新人研修で一から教えますのでご安心ください！

正社員以外
210,000円～

210,000円

13150-

00776431

社会福祉法人　にんじ

んの会

１．国分寺市西恋ヶ窪１－５

０－１　西恋ヶ窪にんじん

ホーム　２．国分寺市西元町

２－１６－４０　にんじん健

康ひろば　※就業場所は、い

ずれかになります。

ドライバー（デイサービ

ス等の送迎）／国分寺市

デイサービス等の利用者の送迎（送迎時介助業務あり）をお願い　します。（ワゴン車

又は、普通自動車を使用）　　「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」　気持

ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。

パート労働者
1,080円～1,080

円

13090-

01295631

株式会社　ウィズダム

アカデミー

東京都国分寺市東恋ケ窪１－

２８０－４　ザ・パークハウ

ス国分寺四季の森内　国分寺

校

ドライバー／国分寺市

〇民間学童保育の送迎ドライバー　＊メインは小学生です。　　学校から教室、教室か

らご自宅など、添乗スタッフと一緒に　　送迎します。　＊７～８人乗りの普通乗用車

ワンボックスカーを使用します。　　※送迎のない時間は業務（車の点検等）をお願い

することも　　ありますが、基本は休憩です（時給あり）。　※入社当初は適切な送迎

ルートをお教えすると共に、　　慣れるまでスケジュール的に余裕のあるルートを担当

して頂きま　す。

パート労働者
1,080円～1,080

円

13010-

28586831

株式会社　ニチイケア

パレス

東京都国分寺市西町２－３３

－１１　ニチイホーム国立

（当社施設）

ニチイホーム国立／介護

職

有料老人ホームにおける介護業務全般　（食事介助、口腔ケア、水分補給、排泄介助、

入浴介助、　　居室整備、リネン交換、買物同行、外出付添い、　　レクリエーション

実施、介護記録作成など）　　＊入社時研修のほか、専門知識や技術を習得できる　　

様々な社内研修があります。

正社員
214,500円～

214,500円

13010-

28196931

株式会社　ニチイケア

パレス

東京都国分寺市西町２－３３

－１１　ニチイホーム国立

（当社施設）

ニチイホーム国立／介護

職

有料老人ホームにおける介護業務全般　（食事介助、口腔ケア、水分補給、排泄介助、

入浴介助、　　居室整備、リネン交換、買物同行、外出付添い、　　レクリエーション

実施、介護記録作成など）　　＊社内研修の充実、キャリアアップ制度の確立により長

く就業　　いただける環境を整えております。　　＊資格、実務経験に応じて「サブ

チーフ」「チーフ」求人が別途　　あります。ご確認ください。

正社員
214,500円～

219,500円

13010-

19660931

株式会社　ニチイケア

パレス

東京都国分寺市西町２－３３

－１１　ニチイホーム国立

（当社施設）

ニチイホーム国立／看護

職（オンコールなし）

有料老人ホームにおける看護業務　（バイタルチェック、処置巡回、診察介助、配薬準

備、　　与薬、看護記録作成、入院者病状把握、　　通院付添い、食事介助　等）　　

＊入社時は本社研修、入社後はＯＪＴ研修があります。　　＊セラピー犬オーストラリ

アン・ラブラドゥードルによるドッグ　　セラピーを行っているホームです。

正社員
205,000円～

225,000円

13010-

28588531

株式会社　ニチイケア

パレス

東京都国分寺市西恋ヶ窪２－

１１－２２　ニチイホーム西

国分寺（当社施設）

ニチイホーム西国分寺／

介護職

有料老人ホームにおける介護業務全般　（食事介助、口腔ケア、水分補給、排泄介助、

入浴介助、　　居室整備、リネン交換、買物同行、外出付添い、　　レクリエーション

実施、介護記録作成など）　　＊入社時研修のほか、専門知識や技術を習得できる　　

様々な社内研修があります。

正社員
214,500円～

214,500円
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13010-

28200931

株式会社　ニチイケア

パレス

東京都国分寺市西恋ヶ窪２－

１１－２２　ニチイホーム西

国分寺（当社施設）

ニチイホーム西国分寺／

介護職

有料老人ホームにおける介護業務全般　（食事介助、口腔ケア、水分補給、排泄介助、

入浴介助、　　居室整備、リネン交換、買物同行、外出付添い、　　レクリエーション

実施、介護記録作成など）　　＊社内研修の充実、キャリアアップ制度の確立により　　

長く就業いただける環境を整えております。　　＊資格、実務経験に応じて「サブチー

フ」「チーフ」求人が　　別途あります。ご確認ください。

正社員
214,500円～

219,500円

13150-

06760031
株式会社八紘

東京都国分寺市光町１－４０

－７アリストテラス４０１　

株式会社八紘　事務所

はつり工

コンクリートのはつり工事（躯体調整）等を行って頂く仕事です。　現場は主に東京都

内です。　　現在７期目とまだまだ若い会社ですが、毎年様々な事に挑戦し色々な景色

が目まぐるしく変わっております。　是非、弊社に入社して頂き既存の事業部や新たな

事業部に一緒に挑戦しましょう。　ご応募お待ちしております

正社員
268,400円～

390,400円

13150-

06810331
合同会社　吉興

現場は東京都及び東京近郊６

県　（年に数回地方の現場あ

り）

ビル解体作業・現場監督

【トライアル併用】

＊建設会社現場でのビル解体の仕事　＊ボードばらし　＊壁こわし　等　　＊重機は使

用せず、手作業中心です。　　＊現場回り（安全パトロール、打ち合わせ）
正社員

200,000円～

500,000円

13200-

02922631
株式会社　Ｒ＆Ｈ

東京都国分寺市南町３－２０

－３　　国分寺マルイ３Ｆ

ファッション販売員

（パートタイム）／マル

イ国分寺店

◎オリジナル＆インポートを中心としたセレクトショップ　　（マルイ国分寺店）での

婦人服の販売および商品管理の　　お仕事です。　　＊正社員登用の可能性がありま

す。　　☆勤務日数・時間などは応相談。

パート労働者
1,080円～1,200

円

13040-

00761331
株式会社　シーボン

東京都国分寺市南町３－１６

－６　太陽ビル５Ｆ　当社

「国分寺店」

フェイシャリスト（国分

寺店）　≪美容部員≫

■化粧品販売、フェイシャルケア　シーボン独自の仕組み「ホームケア＋サロンケア」　

「お客様の肌に最後まで責任を持つ」というコンセプトのもと、単に化粧品を販売する

だけでなく、スキンケアアドバイスや肌チェック、フェイシャルケアなどのアフター

サービスを提供しています。　　・会員様やトライアル体験で来店された方へ、肌分

析・肌状態に合わせた化粧品を選び、説明していく販売スタイルです。多くの化粧品ラ

インナップの中から、お客様に合わせた提案ができます。　・未経験から美容のプロ

フェッショナルになることができます。　・既存のお客様が多くいらっしゃいますの

で、新規の方への無理な勧誘や販売、ノルマなどはございません。

正社員
208,600円～

208,600円

13150-

03343431

株式会社　エース・シ

ステム・エンジニアリ

ング

東京都国分寺市泉町２－９－

１　西国分寺ライフタワー１

６０５　当社　営業本部

プログラマー

プログラミング製造　Ｗｅｂ（Ｊａｖａ）／ＣＯＢＯＬ　報告書等ドキュメント類の作

成　　　※職場で慣れてから、テレワーク（在宅勤務）になります。　　現在８割が在

宅勤務です。

正社員
350,000円～

550,000円

13150-

00970631

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６
ベーカリー部門スタッフ

＊食品スーパーベーカリー部門において、製造・品出し・清掃・接客の業務です。　＊

小型店のためピザのみ（パンの製造はございません）　＊総菜部門のお手伝いをしてい

ただくこともございます。　　※入社後業務に関する研修をしっかり行いますので、初

めての方でも安心してお仕事ができます。

パート労働者
1,091円～1,091

円

27020-

17525531
株式会社　ケア２１

東京都国分寺市本町４－７－

５　サンプラビル２Ｆ　「ケ

ア２１国分寺」

ホームヘルパー（ケア２

１国分寺）

訪問介護未経験の方も応募歓迎！　研修制度あり／スタンダード上場／キャリアアップ

可能　※個々に併せて相談しながら同行を実施。　　【仕事内容】　利用者様のご自宅

に訪問して行う、介護業務のお仕事です。　・生活援助（買い物、掃除など）　・身体

介護（入浴、排泄介助、食事補助）　・記録等の事務処理　※１日平均５～６件訪問　

※自転車で利用者様の自宅に訪問します。

正社員
170,000円～

170,000円
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求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13080-

24011131

株式会社モンテローザ

フーズ

東京都国分寺市泉町３－３７

－３０　平田国分寺ビル　２

階、３階　「千年の宴　西国

分寺南口駅前店」

ホール・キッチンスタッ

フ（千年の宴　西国分寺

南口駅前店）

１．ホールの仕事　　　・接客、ご案内、お見送り、注文受け、配膳　　　・ドリンク

作り、会計、片付け、清掃　等　　２．キッチンの仕事　　　・仕込み、揚げ物や焼き

物等の調理　　　・洗い場、片付け、清掃　等　　　まずは簡単な調理や仕込み、洗い

場からスタート

パート労働者
1,072円～1,100

円

13130-

08537531

株式会社　マルハンダ

イニング

東京都国分寺市南町３丁目１

８－２　当社経営　串カツ田

中　国分寺店

ホール・キッチンスタッ

フ＜串カツ田中・国分寺

店＞

＜串カツ田中＞ホール・キッチンスタッフ募集　　・お客様の案内、オーダー／提供　

・レジ対応　・清掃　・キッチン業務　等
パート労働者

1,080円～1,080

円

13070-

16627131

際コーポレーション株

式会社

東京都国分寺市本町２－２－

１３

ホールスタッフ／国分寺

市／タイガー亭　国分寺

大正・昭和のレトロな雰囲気が漂う餃子酒場。定番の焼き餃子から、手打ちの水餃子や

ピリ辛の一口餃子まで種類豊富に揃えています。中華の一品料理も充実。　「タイガー

亭　国分寺店」で接客のお仕事　【具体的な仕事】　〇サービス業務全般（アテンド・

オーダーテイク等）　〇店舗運営補助　〇パントリー業務（ドリンク・デザート等）　

〇調理・キッチン補助（盛付け等）

正社員
156,000円～

177,800円

13070-

15071531

際コーポレーション株

式会社

東京都国分寺市本町２－２－

１３

ホールスタッフ【店長候

補】／国分寺市／タイ

ガー亭　国分寺

大正・昭和のレトロな雰囲気が漂う餃子酒場。定番の焼き餃子から、手打ちの水餃子や

ピリ辛の一口餃子まで種類豊富に揃えています。中華の一品料理も充実。　「タイガー

亭　国分寺店」で接客・管理のお仕事　【具体的な仕事】　○サービス業務全般　○店

舗運営・マネジメント　○社員・アルバイトの教育・研修　○スタッフのシフト作成　

○メニュー、店舗の外観・内装の企画立案　○将来は、エリアマネージャー・ＳＶも目

指せます

正社員
175,600円～

259,700円

13080-

16140631

ユニオン・シティサー

ビス株式会社

東京都国分寺市本町３－８－

１２　エクシードビル５階　

当社　東京西支店

マンション管理コンサル

タント（東京西支店／国

分寺市）

マンション管理組合の運営サポート　総会や理事会の運営、決算業務　長期修繕計画の

提案　設備保守、建物設備の点検　労務管理、管理員、清掃員の業務指導
正社員

250,000円～

400,000円

13150-

04548331

日本ハウズイング株式

会社　立川支店

東京都国分寺市東恋ヶ窪４－

１５－８　＊詳細はハロー

ワーク窓口までお問い合わせ

ください。

マンション管理員／国分

寺市東恋ヶ窪

マンションの管理員として現場に勤務し、以下の業務を行っていただきます。　＊管理

事務室窓口対応　＊電球交換　＊建物巡回、清掃等　（廊下、階段、エントランスなど

の清掃です）

パート労働者
1,080円～1,080

円

13200-

04240331
アポロ管財　株式会社

東京都国分寺市東恋ケ窪３丁

目　＊就業場所詳細について

は窓口にお問い合わせ下さ

い。

マンション管理員業務／

国分寺市東恋ケ窪３丁目

マンションの受付業務のお仕事です。　その他業者の立会い及び巡回目視点検等を含み

ます。　未経験者歓迎、初心者の方でもできるお仕事です。　６０～７０代の方は積極

雇用しております。

パート労働者
1,300円～1,300

円

13010-

00015131

三菱地所コミュニティ

株式会社　コミュニ

ティスタッフ部

東京都国分寺市南町２－１８

－１３　ファミール国分寺

マンション管理員業務／

東京都国分寺市　３０８

７８

・受付業務（居住者・外来者への対応・各種届出書の受付等）　・建物・諸設備・照明

管球交換・駐車場等巡回点検　・入居者対応業務　・共用部分の日常清掃・ゴミ出し業

務（補助）・植栽散水等　・報告業務（日報・月報・事故等）　・理事会・組合総会運

営準備補助等・その他

パート労働者
1,100円～1,100

円

14090-

02792831

株式会社　ＡＰＯーＣ

ＯＭＩ
東京都国分寺市泉町２丁目

マンション日常清掃／国

分寺市泉町２丁目

＊８階建３３１戸のマンションの日常清掃になります。　＊勤務日は月・火・水・木・

金　１日２時間のお仕事です（３人現場）。　※勤務日が祝日と重なった場合は出勤と

なります。　　○主な仕事内容　　廊下・階段・外回り等、マンション共用部の清掃と

ゴミ出し　　その他、ゲストルームの清掃

パート労働者
1,072円～1,072

円
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13150-

01599031

スマーツメディカル　

株式会社　Ｓｍａｒｐ

ｈｉｎ国分寺店

東京都国分寺市本町３－４－

３　国分寺本町ビル１Ｆ
もみほぐしスタッフ

最初は受付対応・清掃業務などをお願いしながら、国家資格を持った先輩がもみほぐし

実施の研修を行います。研修終了後は先輩のサポートのもとマッサージ実施をお任せし

ます。未経験からでも丁寧に教えしますのでご安心ください。患者さんが元気になるの

を身近で見れるやりがい満点の仕事です。

パート労働者
1,072円～1,072

円

13150-

00899431
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２　国分寺病院（研修

場所）　研修終了後は、特別

養護老人ホ－ム　サンライト

（東京都国分寺市西町１ー３

１ー２）に配属になります。

ユニットリーダー（特養

サンライト）

・完全ユニット型の特別養護老人ホーム（入居者８４名、ショート　　ステイ１２名）

でのユニットリーダー業務です。　・利用者の入浴・排泄・食事等の介護、日常生活の

援助　・「看取り介護」を導入　＊法人内に東京都福祉保健局の介護職へのたんの吸引

事業の指導講　　師（医師・看護師）在籍　＊介護キャリア段位制度を取り入れ、施設

にアセッサーを配置し、　　施設内でレベル認定者を輩出する体制を整えている　　

（別途手当支給）　＊有給１００％消化を奨励　　【ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場

宣言事業所】です。

正社員
160,000円～

180,000円

11050-

02811331

メディカル・ケア・

サービス　株式会社

東京都国分寺市本多２－１５

－１５　「愛の家グループ

ホーム　国分寺本多」

リーダー職［国分寺市本

多］認知症高齢者グルー

プホーム

グループホームの１ユニットの介護スタッフの中心として、　ユニットのケアのクオリ

ティ向上に取り組みます。また、　担当ユニットのシフト管理やホーム長の補佐も重要

な業務です。　スタッフ（１ユニット５～６名）に対して、介護技術の指導や　勉強会

開催なども積極的に行うポジションです。　〇基本シフト　　早番・遅番を２～３日／

週と、夜勤は１ユニット１名で担当。　〇支援内容　　ご入居者の生活リズムや趣味活

動（散歩・外出・園芸など）に　　寄り添い、掃除や洗濯などの自立を促す支援。　〇

介護記録　　専用スマートフォンで簡単に入力が可能。

正社員
147,000円～

162,000円

11050-

00483631

株式会社　ファインケ

ア

東京都国分寺市北町１丁目１

－３　エスポワール北町１Ｆ　

「リハデイボナール国分寺」

リハビリ活動アシスタン

ト・介護職員／国分寺市

「介護」　　リハビリ活動アシスタント・介護の業務です。　　リハビリ特化型のデイ

サービスです。　主な業務は、ご利用者様の送迎（車で自宅～事業所間）、フロアーで

の移動介助、リハビリ活動アシスタントを行って頂きます。　食事・入浴介助はありま

せん。

パート労働者
1,148円～1,148

円

13090-

00089831

株式会社　ハウスメイ

トショップ

東京都国分寺市南町３－１６

－６　太陽ビル３Ｆ　ハウス

メイトショップ　国分寺店

ルームアドバイザー／国

分寺店

・賃貸不動産物件をお探しのお客様への物件紹介からご案内、契約　手続き及び契約書

作成等の入居者募集業務です。　・お客様のご案内は社有車（アクア等の小型車）　　

※スタッフ全員で協力しながら質の高いサービスを提供しています

正社員
190,000円～

235,000円

12080-

04745231
株式会社　ジェーソン

東京都国分寺市並木町３―２

３―２

レジ・商品陳列／国分寺

並木町店

レジ・商品陳列　　＊休憩時間・年次有給休暇は法定通り付与。　＊加入保険は雇用条

件により異なります。　　　※応募の際は、必ずハローワークで紹介状の交付を受けて

下さい。

パート労働者
1,080円～1,090

円

12080-

04726131
株式会社　ジェーソン

東京都国分寺市内藤１－７－

１２　西国分寺店

レジ・商品陳列／西国分

寺店

・レジ（必須／マニュアルにて指導）　　・商品陳列　　※加入保険は契約時間により

ます。　　※休憩時間・年次有給休暇は法定通り付与。　　　※応募の際は、ハロー

ワークで紹介状の交付を受けて下さい。

パート労働者
1,080円～1,090

円

13150-

00934431

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６

レジ部門スタッフ：アル

バイト

＊食品スーパーレジ部門において、セミセルフレジのレジ打ち、清掃接客の業務です。　

　※入社後業務に関する研修をしっかり行いますので、初めての方でも安心してお仕事

ができます。

パート労働者
1,091円～1,091

円
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13010-

08095831
株式会社　プレシャス

東京都国分寺市本町３－１－

１　Ｍｉ－ｔｓ　国分寺２Ｆ　

　　　ＰＲＥＣＩＯＵＳ国分

寺店（当社店舗）

レディースアパレル

ショップ販売員／国分寺

３０～７０代を対象とした大人可愛い洋服や雑貨を取り揃えたセレクトショップです。　

　リーズナブルなカットソーやエレガントなワンピース・スーツ、そして冬には毛皮の

コートまで幅広い商品構成の中からお客様に合ったコーディネートのお手伝いをして頂

きます。　　自分にとっても楽しく働き甲斐のある魅力的な職場を一緒に創って頂ける

方の応募をお待ちしております。　　未経験でも歓迎、販売ノルマは一切ありません。

パート労働者
1,080円～1,100

円

13150-

05684331

株式会社　セット設計

事務所

東京都国分寺市本町２－１６

－４

意匠設計（要経験・要普

免）

建築設計・監理等　意匠設計　　＊給与額は能力・経験等を勘案の上決定させて頂きま

す。　＊諸手当支給の場合、月２５万円～５０万円となります。　　　　※単身寮につ

きましては、３０歳未満が対象となります。

正社員以外
213,000円～

350,000円

13150-

01230931

マシュマロこどもクリ

ニック　富士川　善直

東京都国分寺市戸倉４－４５

－５　Ｋ－エリタ－ジュ
医療事務

＊小児科のクリニックです。　＊診療受付・レセプトなど医療事務全般（電子カルテ使

用）をお願いします。　　＊診療の介助（患者さまの誘導等）をお願いすることがあり

ます。　　＊週３日、曜日固定（火曜、水曜、金曜）勤務ができる方を募集します。

パート労働者
1,072円～1,190

円

13150-

00470731
おがわ眼科　小川智美

東京都国分寺市泉町３丁目３

５－１　レガビル３Ｆ
医療事務

一般医療事務　・受付　・カルテ整理、作成　・医療費精算　　＊未経験の方も一から

丁寧に育てていきます。　＊日数・曜日の相談可能
パート労働者

1,072円～1,300

円

13150-

00471331
おがわ眼科　小川智美

東京都国分寺市泉町３丁目３

５－１　レガビル３Ｆ
医療事務

一般医療事務　・受付　・カルテ整理　・医療費精算　　＊未経験の方でも丁寧に育て

ていきます。
正社員

160,000円～

200,000円

13090-

00229331

みよの台薬局　株式会

社

東京都国分寺市本多１ー４－

１２　国分寺店

医療事務（国分寺店）／

国分寺市本多

・患者さん対応（処方箋の受付）　・アンケート、ジェネリック医薬品の案内など窓口

業務　・処方箋（レセコン）入力　・ＰＯＰ作り、陳列棚の飾りつけや整理　・雑貨や

お菓子を含む販売などの接客業務　・店内清掃など薬局内の業務諸般　・保険請求を含

む請求業務　・伝票入力、帳票管理等　・在宅業務における薬剤師支援業務（運転でき

る方）　★医療事務の資格必要なし　★未経験者応募可能　★運転できる方優遇

正社員
155,000円～

200,000円

13070-

13554831

株式会社アインファー

マシーズ　関東支店

東京都国分寺市本町４丁目７

－１

医療事務／アイン薬局　

国分寺店（正社員）

アイン薬局　国分寺店（正社員）　・受付　・処方箋入力　・薬局事務業務　・保険請

求業務　・薬剤師補助業務、他
正社員

176,000円～

280,000円

46010-

08684631

株式会社　デイ・エム

エル

東京都国分寺市西恋ケ窪２－

２－１　　　　　　　　　

ビーンズアネックス西国分寺

２Ｆ

医療事務［東京都国分寺

市］

○事務職全般　・データ入力・管理・電話・来客応対・帳簿作成・保険請求　・発注

書・請求書作成・銀行業務　・自社商品の販売管理、受注・梱包・発送等　　その他付

随する業務　　　　　　　　　　　　　《　急　　募　》

パート労働者
1,080円～1,080

円

13150-

02976131

医療法人社団　蛍仁会　

　　　東元町内科クリ

ニック

東京都国分寺市東元町４－１

４－１　東元町エムビル３Ｆ
医療事務補助・医療事務

・受付補助　・医療事務の業務補助　・清掃などのクリニックに必要な業務　・簡単な

パソコン業務　　休診日等の貼りだし用紙の作成、メールの整理、プリント、　　ワク

チン予約の管理など　・看護助手

パート労働者
1,100円～1,400

円

13150-

03294131
株式会社　Ｙ’ｓ

東京都国分寺市本町３丁目１

１－１　第８千代鶴ビル５Ｆ
一般事務

〈主な業務〉　・現場入場の際に使用する書類をひな型の通りに作成、書類管理、　来

客・電話対応等、簡単な業務をお願いするので、安心して働け　ます！　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　＃マザーズ

正社員
200,000円～

200,000円
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13090-

12269131

Ｃーｖａｌｕｅ　株式

会社

東京都国分寺市西恋ヶ窪２－

２５－１　ハイツＫ・Ｍ　１

０１　むさし国分寺訪問介護

ステーション

一般事務／国分寺市

◆当社は訪問看護によるご自宅での療養生活者への支援サービスを　　行っています。

むさし国分寺訪問介護ステーションで訪問看護に　　関連した事務を担当していただき

ます。　　・契約書、その他関係書類の作成（ＰＣ使用）　・電話応対　・その他（ス

テーション内の庶務作業等）　　＊療養生活者への訪問等はありません。　　＃マザー

ズ

パート労働者
1,072円～1,100

円

13150-

03727831

武州交通興業　株式会

社

東京都国分寺市西恋ケ窪１丁

目３６番３号住まいるプラザ

２階　当社営業部

一般事務／国分寺市
バス会社の運行部門に携わる一般事務全般　　・書類作成、管理　・データ入力　・研

修サポート事務　・事務全般
正社員

132,000円～

197,000円

13150-

02760431
Ｒ企画　株式会社

東京都国分寺市本多２－１－

１４

一般事務・宅地建物取引

士

・一般的な事務のお仕事です。　　電話応対・パソコン入力（ワード・エクセル必須）　

　雑務（書類作成・整理・お茶出し・事務所内清掃）　・宅地建物取引（賃貸専門）　　

※就業時間　９：００～１７：００　実働６時間以上　　勤務日数　週３～５日　　　　

　　　勤務日数・曜日：相談に応じます。

パート労働者
1,100円～2,000

円

13080-

11855331

奥山管材機器　株式会

社

東京都国分寺市東恋ケ窪２－

３５－９　当社　国分寺営業

所

営業／国分寺営業所

住宅設備機器及び水道資材の卸売販売を行っている会社です。　　＊主な仕事：固定客

営業、受発注業務、品出し、積込み　　　　　　　配送等が主な仕事になりますが、商

品知識、得意先　　　　　　　等をマスターしてからの営業となります。　　　　　　　

（飛び込み営業はありません）　＊取扱い商品：キッチン、バス、トイレ、洗面化粧台　

　　　　　　　エアコン、水道用塩ビパイプ、断手、蛇口類他　＊お客様は水道設備工

事店、一部市区町村、リフォーム工事店　　建築会社、工務店様等の固定客です。

正社員
190,000円～

230,000円

13080-

01300331

奥山管材機器　株式会

社

東京都国分寺市東恋ケ窪２－

３５－９　当社　国分寺営業

所

営業補佐／国分寺営業所

上下水道資材、住宅設備機器、空調機器等を扱う卸売問屋です。　※主な仕事　：商品

の発注、荷受け、来店客の応対、品出し作業　　　　　　　　倉庫の整理整頓、配送補

助等が主な仕事になります　　　　　　　　商品知識や営業の流れを習得してから営業

職に　　　　　　　　ステップアップしていただきます。（飛び込み営業　　　　　　　

　なし）　※取扱い商品：キッチン、バス、トイレ、洗面化粧台　　　　　　　　エア

コン、水道用塩ビパイプ、継手、蛇口類ほか　※お客様　　：水道設備工事店、一部市

町村、リフォーム工事店　　　　　　　　建築会社、工務店様等の固定客です。

正社員
190,000円～

230,000円

13070-

09066131

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市日吉町４－３

２－６　　特養　うれしのの

里

栄養士（国分寺市）うれ

しのの里

１．病院・福祉施設での食事サービスです♪　　　お食事の盛付・配膳・洗浄・当社Ｐ

Ｃによる献立作成・発注　　　などがメインのお仕事です。患者様や入所者様へ一緒に　

　　美味しいお食事を届けよう☆　２．未経験でも先輩がしっかりとサポートします。　

３．栄養士・管理栄養士の資格が活かせるお仕事です。　４．入社時研修あり。　５．

管理栄養士受験対策講座、栄養士会主催講座、スキルＵＰ研修　　　も整備。　※事業

所により業務内容が異なる場合あり。　　詳細はお問合せください。

正社員以外
205,000円～

240,000円
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13070-

03644331

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市泉町２－３－

８　　老健　すこやか

栄養士（国分寺市）すこ

やか

１．病院・福祉施設での食事サービスです。　　　通常の盛付・配膳・洗浄の他、当社

ＰＣソフトによる、　　　献立作成や発注・食札管理・衛生管理・配膳チェックなどの　

　　お仕事です。　２．季節のイベント食や演出方法も大切なポイントです。　３．栄

養士会開催講座等あり　　（入社時研修あり）　注目→スキルＵＰ研修、管理栄養士受

験対策講習も整備。　　※事業所により業務内容が異なる場合あり。詳細はお問い合わ

せ下さい。

正社員以外
208,000円～

250,000円

13110-

03989131

株式会社　ヒューマン

サポート

東京都国分寺市泉町３ー３

７ー２３　マーベラスパレス

２Ｆ　「たんぽぽ保育所　西

国分寺園」

栄養士（正社員）／西国

分寺

令和３年４月オープン！０歳～就学前まで定員８０人の認可保育園　「ありがとう」

「ごめんなさい」「いっしょにね」を大切に一人ひとりと誠実に向き合う保育を目指し

ています。　　＜保育園での栄養士業務＞　・給食調理、おやつ調理　・食育指導、ア

レルギー管理　・衛生管理　・食材の発注　・献立作成、書類作成

正社員
165,000円～

205,000円

13200-

05584131

シダックスフードサー

ビス　株式会社

東京都国分寺市南町２－１１

－１１　国分寺南町診療所シ

ダックス店

栄養士／国分寺南町診療

所

献立作成、調理補助、衛生指導、食材発注管理、　店舗管理、食事イベント企画など、

栄養士の知識を活かした業　務に携わっていただきます。（勤務地による）　全国のエ

リア毎に形成している「シダックス栄養士会」にて自己　研鑽に励みながら、先輩・後

輩との絆を深めることが可能です。　プロジェクトコード：ＨＷ＿１４５０Ｋ１５１－

０１

正社員以外
215,280円～

231,840円

13070-

09110931

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市東元町２－３

－１９　　国分寺内科中央病

院

栄養士・管理栄養士（国

分寺市）国分寺内科中央

病院

１．病院・福祉施設での食事サービスです♪　　　お食事の盛付・配膳・洗浄・当社Ｐ

Ｃによる献立作成・発注　　　などがメインのお仕事です。患者様や入所者様へ一緒に　

　　美味しいお食事を届けよう☆　２．未経験でも先輩がしっかりとサポートします。　

３．栄養士・管理栄養士の資格が活かせるお仕事です。　４．入社時研修あり。　５．

管理栄養士受験対策講座、栄養士会主催講座、スキルＵＰ研修　　　も整備。　※事業

所により業務内容が異なる場合あり。　　詳細はお問合せください。

正社員以外
220,000円～

250,000円

13070-

09106231

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市日吉町４－３

２－６　　特養　うれしのの

里

下膳・洗浄（国分寺市）

うれしのの里

１．栄養士さんや調理師さんと一緒に医療・福祉施設で患者様・　　　利用者様にお食

事を提供するお仕事です♪　　　内容は下膳・洗浄が主なお仕事です☆　２．食事提供

時間＝勤務時間が決まっている規則正しいお仕事です　３．未経験でも先輩がしっかり

とサポートします。　４．体をよく動かすお仕事です。　５．入社時研修あり。

パート労働者
1,150円～1,200

円

13150-

00694231

有限会社　エム・

シー・ケア・サポート

東京都国分寺市泉町３－３７

－３　パレスラフィーネＦ２
介護ヘルパー

＊訪問介護員（国分寺市、国立市内、及び近隣地域）　＊週１日から週５日の希望で都

合に合わせて勤務できます。　＊ダブルワーク可能　　＊直行直帰も可能です。　＊お

客様は事業所から自転車で訪問できる距離なので運転免許不要です（社用自転車無料貸

与）　＊未経験の方でも丁寧に指導いたします。　＊介護福祉士等の資格取得を支援し

ます。　＊アットホームで働きやすい職場です。

パート労働者
1,300円～1,900

円

13150-

02643931

一般財団法人　国分寺

市健康福祉サービス協

会

東京都国分寺市泉町２丁目３

－８　国分寺市いずみプラザ

３階

介護支援専門員

＊公設民営の在宅サービス課職員としてケアマネ業務を担当して頂きます。　　＊週休

２日（土日祝は休み）　　＊但し、１ヶ月に１回程度土曜出勤あり（平日振替休日）　　

＊週に１回程度遅番勤務（９：３０～１８：３０）あり　　＊特定事業所加算２を取得

しています。

正社員以外
247,000円～

247,000円
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13150-

04316131

特定非営利活動法人　

ケア・センターやわら

ぎ

東京都国分寺市本町４－１－

２　エスポアール花澤台１階　

　やわらぎ国分寺事業所　ケ

ア・センターやわらぎ国分寺

介護支援専門員／国分寺

市

＊「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」気持の良い　　スタッフが皆様をお

待ちしております。　　高齢者のケアプランの作成及び介護相談業務。　　＊雇用後、

６ヶ月は有期雇用として採用します。　　当該６ヶ月後の更新の際、正職員として雇用

します。　　＊未経験の方でも丁寧に指導いたします。

正社員以外
207,000円～

387,000円

13150-

04323931

特定非営利活動法人　

ケア・センターやわら

ぎ

東京都国分寺市本町４丁目１

－２エスポアール花澤台１階　

　やわらぎ国分寺事業所

介護支援専門員／国分寺

市

「大切なのはどこで働くかよりも、誰と働くか」気持の良いスタッフが皆様をお待ちし

ております。　・高齢者のケアプラン作成及び介護相談業務　・未経験の方でも丁寧に

ご指導いたします。　・正職員、常用契約職員への登用制度あり　・社会人経験の短い

方でも大歓迎です。

パート労働者
1,300円～1,360

円

13040-

09716831

株式会社ユニマット　

リタイアメント・コ

ミュニティ

東京都国分寺市戸倉２－１４

－１５　国分寺グループホー

ムそよ風

介護施設のセンター長

（施設の統括責任者）募

集

国分寺グループホームそよ風（１ユニット定員６名、２ユニット）　では当施設のセン

ター長を募集致します。　【主な職務】　・施設運営管理：運営計画全般の策定及び管

理・収支管理全般・　　　　　　　　　各種法令遵守の管理・安全衛生管理等　　・介

護雇用管理：職員教育・勤怠マネジメント・採用関係　・ケアマネージャーや家族との

連絡相談業務等　・空いている時間での介助補助全般　※資格・経験等を考慮し優遇致

します。　※新任研修をしっかり実施。他各種研修制度あり　※コロナ対策実施の上で

事前の施設見学が可能です。　ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。

正社員
258,978円～

378,477円

13110-

00909031

株式会社　大起エンゼ

ルヘルプ

東京都国分寺市北町１－２１

－１　小規模多機能ホーム国

分寺北町

介護施設のドライバー兼

介護職員／国分寺市

◆小規模多機能型居宅介護とは　今回、ご案内している介護施設は小規模多機能型居宅

介護です。この施設はご自宅で生活しているご利用者の状態に応じて、通い（日中だけ

施設へ行く）、宿泊（施設にお泊りをする）、訪問（職員がご自宅に来てくれる）を行

うといったご利用者の生活が切れ目なく支えるサービスです。　◆車種は「タント」

「ノア」「シエンタ」の３種になり、ご自宅から施設への送迎業務が中心になります。

一番大事なのは安全運転でご利用者の送迎をして頂くことです。もちろん慣れないはじ

めは職員が同行させて頂きますので未経験の方でも問題ありません。　また送迎業務以

外の時間は介護業務を行って頂きますが無資格、未経験でも出来る仕事でありますので

ご安心ください。

パート労働者
1,093円～1,152

円

13200-

03432331
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市東恋ケ窪６丁

目１８－２　　こもれび家

族・国分寺

介護職（グループホー

ム）東恋ヶ窪／６０歳～

／有資格／トラ

◎ご入居頂いている高齢者様と掃除、洗濯、調理を一緒に行うな　　ど、日常生活全般

のお世話をする仕事です。　☆マニュアルに沿って親切丁寧に指導しますのでどうぞ安

心して　　ご応募下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆会社の全面バック

アップによる介護福祉士（国家資格）受験講座　を開講し、これまで受験者の８５％以

上の方が合格して活躍して　います。　☆現在６０歳以上の方ご活躍中☆　　＊トライ

アル併用求人（トライアル又は試用期間３ヶ月）

正社員
168,000円～

200,000円

13200-

03431731
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市東恋ケ窪６丁

目１８－２　　こもれび家

族・国分寺

介護職（グループホー

ム）東恋ヶ窪／６０歳以

上／トライアル

◎ご入居頂いている高齢者様と掃除、洗濯、調理を一緒に行うな　　ど、日常生活全般

のお世話をする仕事です。　☆マニュアルに沿って親切丁寧に指導しますのでどうぞ安

心して　　ご応募下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆会社の全面バック

アップによる介護福祉士（国家資格）受験講座　を開講し、これまで受験者の８５％以

上の方が合格して活躍して　います。　☆現在６０歳以上の方ご活躍中☆　　＊トライ

アル併用求人（トライアル又は試用期間３ヶ月）

正社員
168,000円～

168,000円

25 / 80 ページ



求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13200-

03436031
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市東恋ケ窪６丁

目１８－２　　こもれび家

族・国分寺

介護職（グループホー

ム）東恋ヶ窪／６０歳以

上／有資格者

◎ご入居頂いている高齢者様と掃除、洗濯、調理を一緒に行うな　　ど、日常生活全般

のお世話をする仕事です。　☆最短で入社３ヶ月後に社員登用があります。　☆マニュ

アルに沿って親切丁寧に指導しますのでどうぞ安心してご　応募下さい。　☆週１日以

上勤務できる方　☆資格支援制度あり　☆現在６０歳以上の方ご活躍中☆

パート労働者
1,100円～1,200

円

13200-

03433631
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市東恋ケ窪６丁

目１８－２　　こもれび家

族・国分寺

介護職（グループホー

ム）東恋ヶ窪／無資格可

◎ご入居頂いている高齢者様と掃除、洗濯、調理を一緒に行うな　　ど、日常生活全般

のお世話をする仕事です。　☆最短で入社３ヶ月後に社員登用があります。　☆マニュ

アルに沿って親切丁寧に指導しますのでどうぞ安心して　　ご応募下さい。　☆週１日

以上勤務できる方　☆資格支援制度あり

パート労働者
1,075円～1,075

円

13200-

03429831
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市東恋ケ窪６丁

目１８－２　　こもれび家

族・国分寺

介護職（グループホー

ム）東恋ヶ窪／無資格可

／トライアル

◎ご入居頂いている高齢者様と掃除、洗濯、調理を一緒に行うな　　ど、日常生活全般

のお世話をする仕事です。　☆マニュアルに沿って親切丁寧に指導しますのでどうぞ安

心してご　応募下さい。　☆無資格の方は、入社３ヶ月後に全額会社負担で資格取得が

できま　す。　☆会社の全面バックアップによる介護福祉士（国家資格）受験講座　を

開講し、これまで受験者の８５％以上の方が合格して活躍して　います。　☆就職支度

金３０万円貸与（３年間勤務で償却）　☆住宅手配、保証人は要相談

正社員
168,000円～

168,000円

13200-

03434931
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市東恋ケ窪６丁

目１８－２　　こもれび家

族・国分寺

介護職（グループホー

ム）東恋ヶ窪／有資格者

◎ご入居頂いている高齢者様と掃除、洗濯、調理を一緒に行うな　　ど、日常生活全般

のお世話をする仕事です。　☆最短で入社３ヶ月後に社員登用があります。　☆マニュ

アルに沿って親切丁寧に指導しますのでどうぞ安心して　　ご応募下さい。　☆週１日

以上勤務できる方　☆資格支援制度あり

パート労働者
1,100円～1,200

円

13200-

03430431
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市東恋ケ窪６丁

目１８－２　　こもれび家

族・国分寺

介護職（グループホー

ム）東恋ヶ窪／有資格者

／トライアル

◎ご入居頂いている高齢者様と掃除、洗濯、調理を一緒に行うな　　ど、日常生活全般

のお世話をする仕事です。　☆マニュアルに沿って親切丁寧に指導しますのでどうぞ安

心してご　応募下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆会社の全面バック

アップによる介護福祉士（国家資格）受験講座　を開講し、これまで受験者の８５％以

上の方が合格して活躍して　います。　☆就職支度金３０万円貸与（３年間勤務で償

却）　☆住宅手配、保証人は要相談　　＊トライアル併用求人（トライアル又は試用期

間３ヶ月）

正社員
168,000円～

200,000円

13200-

03437831
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市東恋ケ窪６丁

目１８－２　　こもれび家

族・国分寺

介護職（グループホー

ム）東恋ヶ窪／有資格者

／夜勤

◎ご入居頂いている高齢者様と掃除、洗濯、調理を一緒に行うな　　ど、日常生活全般

のお世話をする仕事です。　☆最短で入社３ヶ月後に社員登用があります。　☆マニュ

アルに沿って親切丁寧に指導しますのでどうぞ安心して　　ご応募下さい。　☆週１日

以上勤務できる方　☆資格支援制度あり　☆夜勤専従の求人です。

パート労働者
1,533円～1,533

円

13200-

03435131
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市東恋ケ窪６丁

目１８－２　　こもれび家

族・国分寺

介護職（グループホー

ム）恋ヶ窪／６０歳以上

◎ご入居頂いている高齢者様と掃除、洗濯、調理を一緒に行うな　　ど、日常生活全般

のお世話をする仕事です。　☆最短で入社３ヶ月後に社員登用があります。　☆マニュ

アルに沿って親切丁寧に指導しますのでどうぞ安心して　　ご応募下さい。　☆週１日

以上勤務できる方　☆資格支援制度あり　☆現在６０歳以上の方ご活躍中☆

パート労働者
1,075円～1,075

円
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13200-

00271931
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市西町３－１４

－７　ホームヘルプこもれび

家族（サコージュ国分寺内）

介護職（訪問介護：要資

格）／国分寺市西町／★

６０歳以上

◎訪問介護のお仕事（パートタイム）です。　日常生活を快適に送れるよう利用者の生

活支援を行って頂きます。　＊ホームヘルパー１級又は２級、介護職員初任者研修修

了、実務者　研修修了、介護福祉士のいずれかの資格をお持ちの方　　◇高齢者のお世

話（介護）に興味のある方　◇食事・洗濯等が得意な方歓迎　◇未経験、ブランクのあ

る方も丁寧に指導いたしますので、　　どうぞ安心してご応募下さい！

パート労働者
1,150円～4,875

円

13200-

00278731
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市西町３－１４

－７　ホームヘルプこもれび

家族（サコージュ国分寺内）

介護職（訪問介護：要資

格）パートタイム／国分

寺市西町

◎訪問介護のお仕事です。　日常生活を快適に送れるよう利用者の生活支援を行って頂

きます。　＊ホームヘルパー１級又は２級、介護職員初任者研修修了、実務者　研修修

了、介護福祉士のいずれかの資格をお持ちの方　　◇高齢者のお世話（介護）に興味の

ある方　◇食事・洗濯等が得意な方歓迎　◇未経験、ブランクのある方も丁寧に指導い

たしますので、　　どうぞ安心してご応募下さい！

パート労働者
1,150円～4,875

円

13150-

00100831

株式会社　川島コーポ

レーション　　サニー

ライフ国分寺

東京都国分寺市西町１－２１

－１

介護職／サニーライフ国

分寺

・介護付有料老人ホームでの利用者（５９名）への日常の直接介護　（レクリエーショ

ン、食事、入浴等生活介助全般）　・通院付添　　＊将来、主任として活躍していただ

ける道もあります。　（別途主任手当あり）　＊明るく和気あいあいとした職場です♪　

＊初めての方でも丁寧に指導いたします。　　※月４～５回程度夜勤があります。

正社員
170,000円～

200,000円

13150-

00105331

株式会社　川島コーポ

レーション　　サニー

ライフ国分寺

東京都国分寺市西町１－２１

－１

介護職／サニーライフ国

分寺

・介護付有料老人ホームでの利用者（５９名）への日常の直接介護（レクリエーショ

ン、食事、入浴等生活介助全般）　・通院付添　・洗たく　等　　＊明るく和気あいあ

いとした職場です♪　＊初めての方でも丁寧に指導いたします。

パート労働者
1,100円～1,250

円

13080-

11111331

株式会社　ベネッセス

タイルケア　キャリア

人財部

東京都国分寺市本多３－１－

１８　当社『グランダ国分

寺』

介護職／ベネッセ有料老

人ホーム／未経験可／国

分寺駅

★手厚い資格取得支援制度・充実した研修内容★　◎有料老人ホームでのご入居者様の

介護・生活全般のお手伝い◎　・お食事の準備やお手伝い／アクティビティの企画・運

営　・ご入居者様の１日のご様子の記録と、他スタッフへの申送り　・起床・就寝、排

泄・入浴のお手伝いなど　■未経験の方も中途入社時研修があるので、介護の基本が　

身につきます。周りのスタッフもサポートしてくれるので安心。　具体的な内容につい

ては「特記事項」をご覧ください。　■資格をお持ちでない方も、資格取得支援制度を

整えております。　介護職員初任者研修の支援金額は上限６５，０００円！　『グラン

ダ国分寺』は２０１４年２月開設、　居室数６０室・定員６０名のホームです。

正社員
140,000円～

162,500円

13080-

11168431

株式会社　ベネッセス

タイルケア　キャリア

人財部

東京都国分寺市日吉町１－３

６－１　当社『ボンセジュー

ル国立弐番館』

介護職／ベネッセ有料老

人ホーム／未経験可／西

国分寺駅

★手厚い資格取得支援制度・充実した研修内容★　◎有料老人ホームでのご入居者様の

介護・生活全般のお手伝い◎　・お食事の準備やお手伝い／アクティビティの企画・運

営　・ご入居者様の１日のご様子の記録と、他スタッフへの申送り　・起床・就寝、排

泄・入浴のお手伝いなど　■未経験の方も中途入社時研修があるので、介護の基本が　

身につきます。周りのスタッフもサポートしてくれるので安心。　具体的な内容につい

ては「特記事項」をご覧ください。　■資格をお持ちでない方も、資格取得支援制度を

整えております。　介護職員初任者研修の支援金額は上限６５，０００円！　『ボンセ

ジュール国立弐番館』は２０１９年３月開設、　居室数６１室・定員７１名のホームで

す。

正社員
140,000円～

162,500円
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13080-

11494031

株式会社　ベネッセス

タイルケア　キャリア

人財部

東京都国分寺市東恋ケ窪３－

２９－４　当社『ボンセ

ジュール西国分寺』

介護職／ベネッセ有料老

人ホーム／未経験可／西

国分寺駅

★役職につかなくても、経験と技能を高めること、　　勤務年数を重ねるほど、年収大

幅アップが見込めます！★　◎有料老人ホームでのご入居者様の介護・生活全般のお手

伝い◎　・お食事の準備やお手伝い／アクティビティの企画・運営　・ご入居者様の１

日のご様子の記録と、他スタッフへの申送り　・起床・就寝、排泄・入浴のお手伝いな

ど　■未経験からはじめても、資格取得・勤続年数・定期昇給・キャリ　アチェンジな

どで年収アップが可能です。　■介護に関する各種資格取得サポート制度あり　■毎週

土曜日１０：３０　介護資格取得・お仕事説明会開催中！　『ボンセジュール西国分

寺』は２０１６年１１月開設、　居室数５５室・定員７３名のホームです。

正社員
140,000円～

162,500円

13150-

03180031

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２
介護職員

＊回復期リハビリテーション病棟　　　地域包括ケア病棟での介護業務　（食事介助、

清潔ケア、排泄介助、シーツ交換、環境整備、　　褥瘡予防、感染予防、自立への支援

など）　　・有給１００％消化を奨励　・地域包括ケア病棟　８２床　・回復期リハビ

リテーション病棟　７６床　　・未経験やブランクのある方も、マニュアルに沿った親

切な指導を　行いますので、安心してご応募ください。

パート労働者
1,200円～1,500

円

13150-

03187631
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２　国分寺病院（研修

場所）　研修終了後は、　在

宅複合施設あじさい苑（東京

都国分寺市東恋ケ窪３丁目２

３－８）に配属になります。

介護職員（あじさい苑）

【トライアル併用】

グループホーム（定員９名）、ケアハウス（定員４８名）がある　在宅複合福祉施設の

介護業務　　・利用者様の介助・介護業務　　・夜勤は月４～６回程度（応相談）　　

＊有給１００％消化を奨励　＊未経験やブランクのある方もマニュアルに沿った親切な

指導を　　行いますので安心してご応募ください。　＊入職時、国分寺病院での研修を

行っていただきます。　　【ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言事業所】です。

正社員
150,000円～

180,000円

14010-

14281531
株式会社　ツクイ

東京都国分寺市西恋ヶ窪３－

６－１０　ツクイ恋ヶ窪

介護職員（デイサービ

ス）／恋ヶ窪

★★ツクイ恋ヶ窪の魅力をご紹介します★★　西国分寺駅より徒歩５分！信号無し！マ

マさんが多いため相談しやすい♪小さな子供がいても融通がききます！　＜業務内容

＞・お客様に対する食事や入浴、排せつ等の介助　　　　　　　・レクリエーションの

企画、実施　　　　　　　・他スタッフと連携してのケア業務全般　　　　　　　・送

迎（添乗含む）　・各種記録業務　等　※経験の浅い方やブランクのある方も他職種と

協力をしながらチームとして新しい方を支えます。

パート労働者
1,192円～1,277

円

13150-

03369431

株式会社　フレンテム

の介護

東京都国分寺市日吉町３丁目

１４－１　当社　よつばデイ

サービス

介護職員（デイサービス

施設）

・利用者様への食事・入浴・歩行・トイレ介助、送迎補助　　レクリエーション　等　　

＊週１～でもＯＫです。
パート労働者

1,085円～1,085

円
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13150-

00737331

社会福祉法人　にんじ

んの会

１．東京都国分寺市西元町２

－１６－４０　にんじん健康

ひろば　２．東京都国分寺市

西恋ヶ窪１－５０－１　デイ

ホームにんじん西恋ヶ窪

介護職員（デイホーム）

／国分寺

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」　気持ちの良いスタッフが皆様をお待

ちしております。　＊高齢者介護施設（認知症対応共同生活介護、認知症対応型　　通

所介護、訪問介護、居宅介護）のうちデイホームでの介護職　＊長く勤務していただけ

る方のご応募をお待ちしております。　＊雇用後、６ヶ月は有期契約として採用しま

す。ただし、年度末　　まで６ヶ月未満の場合は契約を再締結します。当該６ヶ月後の　

　更新以降は、原則１年ごとの更新となります。　＊パート職員も能力・経験などによ

り、正・契約職員への登用制度　　があります。　＊ワゴン車等にて送迎できる方歓迎

パート労働者 950円～1,010円

13150-

03199031
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２　国分寺病院（研修

場所）　研修終了後は、特別

養護老人ホ－ム　サンライト

（東京都国分寺市西町１ー３

１ー２）に配属になります。

介護職員（特養サンライ

ト）

・完全ユニット型の特別養護老人ホーム（入居者８４名、ショート　　ステイ１２名）

での介護業務です。　・利用者の入浴、排泄、食事等の介護、日常生活の援助　・「看

取り介護」を導入　＊法人内に東京都福祉保健局の介護職へのたんの吸引事業の指導　　

講師（医師・看護師）在籍　＊有給１００％消化を奨励　＊未経験やブランクのある方

も、マニュアルに沿った親切な指導を　　行いますので、安心してご応募ください。　　

【ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言事業所】です。

パート労働者
1,200円～1,500

円

13040-

20825231

株式会社　創生事業団　

首都圏事業部

東京都国分寺市東戸倉２－８

－７　グッドタイムナーシン

グホーム・国分寺

介護職員（夜勤パート）

／国分寺

有料老人ホームでのお仕事です。　ご入居者様の生活援助、身体介助などをおまかせし

ます。　居室清掃や洗濯などは専任スタッフがおこなっていますのでご入居者様の対応

に集中することができます。

パート労働者
1,333円～1,333

円

13040-

20366431

株式会社　創生事業団　

首都圏事業部

東京都国分寺市東戸倉２－８

－７　グッドタイムナーシン

グホーム　国分寺

介護職員／国分寺

有料老人ホームでのお仕事です。　ご入居者様の生活援助、身体介助などをおまかせし

ます。　居室清掃や洗濯などは専任スタッフがおこなっていますので　ご入居者様の対

応に集中することができます。　　＊６０才以上の方の応募も歓迎いたします。

正社員
200,000円～

215,000円

13040-

20564631

株式会社　創生事業団　

首都圏事業部

東京都国分寺市東戸倉２－８

－７　グッドタイムナーシン

グホーム国分寺

介護職員／国分寺

有料老人ホームでのお仕事です。ご入居者様の生活援助、身体介助などをおまかせしま

す。居室清掃や洗濯などは専任スタッフがおこなっていますのでご入居者様の対応に集

中することができます。

パート労働者
1,300円～1,500

円

13150-

00736731

社会福祉法人　にんじ

んの会

　１．国分寺市西元町２－１

６－４０　にんじん健康ひろ

ば　　２．国分寺市西恋ヶ窪

１－５０－１　西恋ヶ窪にん

じんホーム

介護職員／国分寺市

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」　気持ちの良いスタッフが皆様をお待

ちしております。　特別養護老人ホーム・介護老人保健施設での介護業務　＊未経験の

方でも丁寧にご指導致します。　＊長く勤務していただける方のご応募をお待ちしてお

ります　＊雇用後、６ヶ月は有期契約として採用します。ただし、年度末　　まで６ヶ

月未満の場合は契約を再締結します。当該６ヶ月後の　　更新以降は、原則１年ごとの

更新となります。　＊パート職員も能力・経験などにより、正・契約職員への登用制度　

　があります。　＊マイカー通勤：駐車場はご自身で確保して下さい。

パート労働者 950円～1,010円
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13150-

00735431

社会福祉法人　にんじ

んの会

１．国分寺市西恋ヶ窪１－５

０－１　西恋ヶ窪にんじん

ホーム　２．国分寺市西元町

２－１６－４０　にんじん健

康ひろば　※就業場所は、い

ずれかになります

介護職員／国分寺市通所

介護

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」　気持ちの良いスタッフが皆様をお待

ちしております。　社会福祉法人にんじんの会のデイホーム（通所介護）での介護の　

お仕事です。　長く勤務していただける方のご応募をお待ちしております。　　＊ワゴ

ン車にて利用者の送迎をお願いする場合もあります。

正社員以外
191,000円～

387,000円

13150-

00734531

社会福祉法人　にんじ

んの会

１．国分寺市西元町２－１６

－４０　にんじん健康ひろば　

２．国分寺市西恋ヶ窪１－５

０－１　西恋ヶ窪にんじん

ホーム

介護職員／国分寺通所介

護（夜勤あり）

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」　　気持ちの良いスタッフが皆様をお

待ちしております。　　特別養護老人ホーム・介護老人保健施設での介護業務　　＊未

経験の方でも丁寧にご指導致します。　＊雇用後、６ヶ月は有期契約として採用しま

す。ただし、年度末　　まで６ヶ月未満の場合は契約を再締結します。当該６ヶ月後の　

　更新の際、正職員として雇用します。　　＊マイカー通勤：駐車場はご自身で確保し

て下さい。

正社員以外
191,000円～

387,000円

13150-

03191231
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２　国分寺病院（研修

場所）　研修終了後は、特別

養護老人ホームかがやき（東

京都国分寺市東恋ヶ窪２－１

７－２）に配属になります。

介護職員／特養かがやき

完全ユニット型の特別養護老人ホームでの介護業務です。　（入居者８８名ショートス

テイ１０名）　　・利用者の入浴、排泄、食事等の介護、日常生活の援助　　・「看取

り介護」を導入　　＊法人内に東京都福祉保健局の介護職へのたんの吸引事業の指導　　

講師（医師・看護師）在籍　＊有給１００％消化を奨励　＊未経験やブランクのある方

もマニュアルに沿った親切な指導を　　行いますので安心してご応募ください。　　

【ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言事業所】です。

パート労働者
1,200円～1,500

円

13150-

03189131
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２　国分寺病院（研修

場所）　研修終了後は、特別

養護老人ホーム　かがやき

（東京都国分寺市東恋ヶ窪２

－１７－２）に配属になりま

す。

介護職員／特養かがやき

【トライアル併用】

完全ユニット型の特別養護老人ホームでの介護業務です。　（入居者８８名ショートス

テイ１０名）　　・利用者の入浴・排泄・食事等の介護、日常生活の援助　　・「看取

り介護」を導入　＊法人内に東京都福祉保健局の介護職へのたんの吸引事業の指導講　　

師（医師・看護師）在籍　　＊有給１００％消化を奨励　＊介護キャリア段位制度を取

り入れ、施設にアセッサーを配置し、　　施設内でレベル認定者を輩出する体制を整え

ている。（別途手当　支給）　＊未経験やブランクのある方も、マニュアルに沿った親

切な指導を　　行いますので安心してご応募ください。　【ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉

の職場宣言事業所】です。

正社員
150,000円～

180,000円

13150-

03198131
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２　国分寺病院（研修

場所）　研修終了後は、特別

養護老人ホ－ム　サンライト

（東京都国分寺市西町１ー３

１ー２）に配属になります。

介護職員／特養サンライ

ト【トライアル併用】

・完全ユニット型の特別養護老人ホーム（入居者８４名、ショート　　ステイ１２名）

での介護業務です。　・利用者の入浴、排泄、食事等の介護、日常生活の援助　・「看

取り介護」を導入　＊法人内に東京都福祉保健局の介護職へのたんの吸引事業の指導　　

講師（医師・看護師）在籍　＊有給１００％消化を奨励　＊介護キャリア段位制度を取

り入れ、施設にアセッサーを配置し、　　施設内でレベル認定者を輩出する体制を整え

ている（別途手当　　支給）　＊未経験やブランクのある方もマニュアルに沿った親切

な指導を　　行いますので、安心してご応募ください。　【ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉

の職場宣言事業所】です。

正社員
150,000円～

180,000円
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13150-

03178331

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２

介護職員【トライアル併

用求人】

・回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟での介護業務　（食事介助、清潔

ケア、排泄介助、シーツ交換、環境整備、褥瘡予　防、感染予防、自立への援助など）　

・有給１００％消化を奨励　・他職種との共同作業　＊地域包括ケア病棟　８２床　＊

回復期リハビリテーション病棟　７６床　　・未経験やブランクのある方も、マニュア

ルに沿った親切な指導を　行いますので、安心してご応募ください。

正社員
150,000円～

180,000円

13150-

02374231

社会福祉法人幹福祉会　

ヘルプ協会国分寺

東京都国分寺市日吉町２丁目

１３ー２６　あずさ館１－Ｂ

号

介護職兼事務

様々な障害を持っていても、誰もが住み慣れた地域・自宅で　暮らせるよう支援する仕

事です。　　・心身に障害をお持ちの方の生活全般の支援　　・パソコンを用いた派遣

スケジュール管理　　・ヘルパーの給与計算　　・請求業務（データ入力、書類作成）　

　実際に現場の介助に出ると同時に事務の仕事も担当します。

正社員
180,000円～

180,000円

13150-

03185731
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２　国分寺病院（研修

場所）　研修終了後は、在宅

複合施設あじさい苑（東京都

国分寺市東恋ケ窪３丁目２３

－８）に配属になります。

介護福祉士（ケアマネ業

務）／あじさい苑・ケア

ハウス

在宅複合福祉施設あじさい苑のグループホーム（定員９名）またはケアハウス（特定１

８名）のいずれかの施設での介護職兼介護支援専門員業務。　　・利用者の介護及びケ

アプラン作成等　　・夜勤は月４～６回程度（応相談）　　＊有給１００％消化を奨励　

　【ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言事業所】です。

正社員
160,000円～

180,000円

11050-

00364131

メディカル・ケア・

サービス　株式会社

東京都国分寺市本多２ー１５

－１５　「愛の家グループ

ホーム　国分寺本多」

介護福祉士［国分寺市本

多］認知症高齢者グルー

プホーム

・ご入居者の生活リズムや趣味活動（散歩・外出・　　園芸など）に寄り添いつつ、お

掃除やお洗濯などの　　自立を促す支援を行います。　・原則１ユニット９名のご入居

者のケア全般を、　　日中２～３名（早番・遅番）と夜勤１名で担当。　　イベントな

どの際は日勤になる場合もあります。　・無資格・未経験の方と一緒に勤務する事もあ

ります。　　業務に慣れてきた有資格者の方には、新人の育成や　　フォローもお願い

致します。　・介護記録は専用スマートフォンで簡単に入力が可能です。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　「介護」

正社員
135,000円～

162,000円

13070-

08593431
協立給食株式会社

東京都国分寺市西恋ケ窪４－

１２－６　　国分寺市立第九

小学校

学校給食調理員／国分寺

市

公立校での給食調理業務です。　（下処理、調理、洗浄等から書類作成まで）　　子ど

も達の健康と笑顔のために、私たちと一緒に働きませんか？
正社員

145,000円～

149,000円

13070-

06012631
協立給食株式会社

東京都国分寺市東恋ケ窪２－

１３　国分寺市立第三小学校

学校給食調理員／国分寺

市

公立校での給食調理業務です。　（下処理、調理、洗浄等から書類作成まで）　　子ど

も達の健康と笑顔のために、私たちと一緒に働きませんか？
正社員以外

130,000円～

140,000円

13070-

00308231
協立給食株式会社

東京都国分寺市東恋ケ窪２－

１３　国分寺市立第三小学校

学校給食調理員／国分寺

市

公立校での給食調理業務です。　（下処理、調理、洗浄等から書類作成まで）　　子ど

も達の健康と笑顔のために、私たちと一緒に働きませんか？
正社員

145,000円～

149,000円
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13150-

04529531

武州交通興業　株式会

社

東京都国分寺市西恋ケ窪１丁

目４５番１９号

学校送迎バス添乗スタッ

フ／都立永福学園（東京

都杉並区）

都立永福学園の送迎バスの添乗のお仕事となります。　主な業務は、こども達が乗降す

る際のサポート、車いすがある場合　には、固定のお手伝いをします。走行中は、こど

も達の見守り及び　安全運行のお手伝いをして頂きます。車庫や学校に着いた時には、　

車両の誘導等をお願いしています。　　お仕事は６：３０～１７：３０の内の正味５時

間程度となります。（コースによって若干差が生じます）　午前と午後の仕事の間は休

憩室で自由な時間をお過ごしください。　担当する学校が自宅に近い場合は、自宅に戻

ることも出来ます。　学校の休みに準じて休暇となりますが、長い休みを働きたいと考

え　ている方にはその間、施設送迎等のお仕事もすることが出来ます。

パート労働者
1,109円～1,216

円

28050-

05087731

株式会社　ＭＺＯホー

ルディングス　　（Ｉ

ＴＴＯ個別指導学院）

東京都国分寺市光町２丁目１

１－１３　ＩＴＴＯ個別指導

学院　国分寺光校

学習塾教室長（候補）

【国分寺光校】

◆個別指導学習塾の教室長（候補）のお仕事です。　・生徒面談：小学生・中学生・高

校生の勉強や勉強以外の悩み等の　　相談を行って頂きます。　・保護者面談：塾生の

保護者様との学習相談・進学相談及び新規　　入塾希望の保護者様には塾のシステム等

を説明して頂きます。　　※塾の仕事が初めての方でも丁寧に指導致しますのでご安心　

　下さい。　※アパレル・コンビニ店長・銀行員等　多種多様な業界からの　　転職者

が活躍中。　※開校したばかりの教室を一から作ってみたい方歓迎。　※コンビニ等店

舗管理経験者歓迎。

正社員
220,000円～

250,000円

13070-

02071931
株式会社アンジェリカ

東京都国分寺市西元町２－１

３－１７　ヴィレッジ国分寺

１階　西元町学童保育所

学童クラブ補助員（西元

町学童保育所）

都内で複数の保育園を展開し、保育、養育において実績を持つ株式会社アンジェリカが

運営する学童クラブです。　子どもたちが放課後など学校での生活以外の時間を有意義

に過ごすことができるよう、幅広い支援を行っています。

パート労働者
1,080円～1,180

円

13150-

01738931
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪２－

１７－２　特養かがやき内学

童保育所

学童支援員／特養かがや

き内学童保育所【トライ

アル併用】

学童保育所（定員４０名）での児童の保育　・あそびや学習支援　・学童保育所の敷地

内の畑に苗を植えて収穫するなどの体験の支援　・同じ建物内の特別養護老人ホームの

高齢者の方々との交流の支援　・障害児保育　・法人内子育て部門（浴光保育園・事業

所内保育室・病児病後児保育室）への異動、連携あり

正社員
180,000円～

200,000円

13150-

02389131
知念医院

東京都国分寺市東元町３－３

１－８
看護師

・採血　・心電図検査　・レントゲン、リハビリ介助　・身体状態チェック　　＊水曜

日勤務できる方で、月２回程、その他の曜日に勤務できる方
パート労働者

1,700円～1,850

円

13150-

00872531

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２

看護師（回復期リハビリ

テーション病棟・地域包

括ケア病棟）

回復期リハビリテーション病棟７６床（１５：１看護）、地域包括ケア病棟８２床（１

３：１看護）での患者様の急性期治療後、在宅復帰に向けた看護計画に基づいた病棟看

護業務。　・電子カルテ導入済み（病棟クラークが入力等の対応を行うことが　ありま

す。）　　・有給１００％消化を奨励　・ブランクのある方も、マニュアルに沿った親

切な指導を行います　　ので、安心してご応募ください。

パート労働者
1,800円～1,900

円
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13150-

00889231
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２　国分寺病院（研修

場所）　研修終了後は、浴光

訪問看護ステーション（東京

都国分寺市東恋ケ窪２－１７

－２〔かがやき内〕）に配属

になります。

看護師（所長）訪問看護

ステーション

・訪問看護ステーション　運営管理業務　・訪問看護業務　　＊請求業務は事務員が

行っておりますので、管理業務に専念できま　　す。　　＊法人本部である国分寺病院

に近接しています。　　＊有給１００％消化を奨励

正社員
205,000円～

227,000円

13070-

03431231
株式会社まごころ

東京都国分寺市本多５－３－

９　ラ・フォンティーヌ１－

Ａ　そよかぜ訪問看護ステー

ション上北沢　国分寺営業所

看護師（正）／国分寺市

ご利用者様宅にてバイタルサインの測定や、お薬カレンダーのセットなど、訪問看護業

務全般を行っていただきます。　また、精神科のご利用者様が多数いらっしゃいますの

で、　傾聴・相談にのることを大切にしています。　１日の訪問件数は５件程度。　地

域医療に貢献しているという実感があり、とてもやりがいのあるお仕事です。

正社員以外
330,000円～

330,000円

13150-

00869131

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２
看護師（病棟管理職）

・地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟での病棟管理　　及び看護業務　

・看護指導業務　等　・有給１００％消化を奨励
正社員

205,000円～

227,000円

13150-

06953031

社会医療法人社団　健

生会

東京都国分寺市日吉町１－４

５－１　　アメニティコウヤ

マ第２ガーデン３０５　（健

生会日吉町訪問看護ステー

ション）

看護師（訪問看護）／国

分寺市

＊立川相互病院系列の訪問看護ステーションです。　＊同法人に訪問診療を行う診療所

があり連携、相談ができます。　＊医師の指示に基づき、在宅療養をされている方の医

療処置や日常生活の援助、家族・介護者の支援などを行います。　　　＊薬局、居宅支

援事業所との連携もとれやすいです。　＊利用者の多くは高齢者です。難病の方宅も訪

問していてスタッフ間で研修しながら訪問しています。　＊見学体験の相談も可能です

（要予約制）　＊立川市、昭島市、日野市、武蔵村山市、府中市、羽村市にも訪問看護

ステーションがあります（特記事項参照）

パート労働者
1,651円～2,326

円

13150-

02814831

社会医療法人社団　健

生会

東京都国分寺市日吉町１－４

５－１　　アメニティコウヤ

マ第２ガーデン３０５　（健

生会日吉町訪問看護ステー

ション）

看護師（訪問看護）／国

分寺市

立川相互病院、国分寺光診療所系列の訪問看護ステーションです。　同法人に訪問診療

をおこなう診療所があり連携、相談ができま。　・医師の指示に基づき、在宅療養をさ

れている方の医療処置や日常　生活の援助、家族・介護者の支援などを行います。　　　

・薬局、居宅支援事業所との連携もとれやすいです。　　利用者の多くは高齢者です。

難病の方宅も訪問していて　　スタッフ間で研修しながら訪問しています。　　＊見学

体験の相談も可能です（要予約制）　※立川市、昭島市、日野市、武蔵村山市、府中

市、羽村市にも訪問　看護ステーションがあります（求人に関する特記事項参照）

正社員
220,630円～

352,280円

13150-

00758231

社会福祉法人　にんじ

んの会

東京都国分寺市西元町２－１

６－４０　　介護老人保健施

設　にんじん健康ひろば

看護師／国分寺市

介護老人保健施設での看護業務　「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」　　

気持ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。　　＊未経験の方でも丁寧にご指

導致します。　＊長く勤務していただける方のご応募をお待ちしております。　＊雇用

後、６ヶ月は有期契約として採用します。ただし、年度末ま　で６ヶ月未満の場合は契

約を再締結します。当該６ヶ月後の更新　の際、正職員として雇用します。

正社員以外
213,000円～

384,000円
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13150-

00760331

社会福祉法人　にんじ

んの会

東京都国分寺市西元町２－１

６－４０　　介護老人保健施

設　にんじん健康ひろば

看護師／国分寺市

介護老人保健施設での看護業務　　「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」　　

気持ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。　　＊未経験の方でも丁寧にご指

導致します。　＊長く勤務していただける方のご応募をお待ちしております。　＊雇用

後、６ヶ月は有期契約として採用します。ただし、年度末ま　で６ヶ月未満の場合は契

約を再締結します。当該６ヶ月後の更新　以降は、原則１年ごとの更新となります。　

＊パート職員も能力・経験などにより、正・契約職員への登用制度　があります。

パート労働者
1,800円～1,860

円

11050-

00496231

株式会社　ファインケ

ア

東京都国分寺市北町１丁目１

－３　エスポワール北町１Ｆ　

「リハデイボナール国分寺」

看護師／国分寺市

デイサービスにおいての看護師業務を行っていただきます。　リハビリ特化型のデイ

サービスです。　　健康チェック（バイタル測定）　　必要な処置　　服薬確認・与薬　

　日常生活機能訓練　　「看護」

パート労働者
1,700円～1,700

円

13150-

00484831
社会福祉法人　普門会

東京都国分寺市東恋ヶ窪２－

２２－３８　　特別養護老人

ホームにしき苑

看護師／夜勤なし・日勤

のみ【就職氷河期世代歓

迎求人】

＊看護業務・薬の管理・体調管理・病院との連絡等　＊夜勤はありません　　＜利用者

定員＞　・特養　７０名　　　　　　　・ユニットケア　２０名　　・デイサービス　

２５名　・ショートステイ　５名

正社員
287,000円～

302,000円

13150-

06085531
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町二丁目

５ー２７　　ヴィラまなびの

森保育園

看護師：ヴィラまなびの

森保育園

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　こどもの森が運営

する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯科

検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく保

育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの森

では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」とし

て多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

正社員
180,000円～

180,000円

11010-

03430131

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市西元町２－７

－９　にしこくワンダーラン

ド保育園

看護師：にしこくワン

ダーランド保育園

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保　育、病気・ケガの対応、内科検診・

歯科検診のサポートなどの業務　を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽

しく保育園で　の時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こ

どもの森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなか　った方々も「保育園看

護師」として多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

正社員
180,000円～

180,000円

13150-

06072931
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町４－２２

－９　ぶんじっこ保育園

看護師：ぶんじっこ保育

園

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

正社員
180,000円～

180,000円
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13150-

06073131
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市戸倉１－８－

４３　１階　ぶんじっこ保育

園分園

看護師：ぶんじっこ保育

園分園

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

正社員
180,000円～

180,000円

13150-

06074031
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町２－５－

１　まなびの森保育園

看護師：まなびの森保育

園

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

正社員
180,000円～

180,000円

13150-

06076231
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市東元町３－１

４－２　　まなびの森保育園

国分寺

看護師：まなびの森保育

園国分寺

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

正社員
180,000円～

180,000円

13150-

06080931
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町３－１１

－１　第８千代鶴ビル３階　

国分寺プチ・クレイシュ

看護師：国分寺プチ・ク

レイシュ

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

正社員
180,000円～

180,000円

13150-

06083831
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市西恋ケ窪２－

１２－１２　西国分寺プチ・

クレイシュ

看護師：西国分寺プチ・

クレイシュ

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

正社員
180,000円～

180,000円

11010-

03436731

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市南町３－１１

－７　保育園ピコ国分寺

看護師：保育園ピコ国分

寺

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保　育、病気・ケガの対応、内科検診・

歯科検診のサポートなどの業務　を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽

しく保育園で　の時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こ

どもの森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなか　った方々も「保育園看

護師」として多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

正社員
180,000円～

180,000円
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13150-

00894131
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２　国分寺病院（研修

場所）　研修終了後は、浴光

訪問看護ステーション（東京

都国分寺市東恋ケ窪２－１７

－２〔かがやき内〕）に配属

になります。

看護師：訪問看護ステー

ション／浴光在宅ＳＳ

訪問看護　・未経験の方でも丁寧に指導いたします。　　＊法人本部である国分寺病院

に近接しています。　　＊残業はありません。　　＊希望に合わせたシフト作成によ

り、子育て中の方も　　　働きやすい職場になっております。

パート労働者
1,900円～2,000

円

13150-

00893931
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２　国分寺病院（研修

場所）　研修終了後は、浴光

訪問看護ステーション（東京

都国分寺市東恋ケ窪２－１７

－２〔かがやき内〕）に配属

になります。

看護師：訪問看護ステー

ション／浴光在宅ＳＳ

【トラ併用】

訪問看護　・未経験の方でも丁寧に指導いたします。　＊法人本部である国分寺病院に

近接しています。　＊残業はほぼありません。　＊有給休暇取得を奨励しており、子育

て中の方も働きやすい職場に　　なっております。

正社員
205,000円～

227,000円

13150-

03177731

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２

看護師【トライアル併用

求人】

回復期リハビリテーション病棟７６床（１５：１看護）、地域包括ケア病棟８２床（１

３：１看護）のいずれかでの、患者様の急性期治療後、在宅復帰に向けた看護計画に基

づいた病棟看護業務。　・電子カルテ導入済み（病棟クラークが入力等の対応を行うこ

とが　あります。）　・夜勤は月４～６回（応相談）　　＊有給１００％消化を奨励　

＊ブランクのある方も、マニュアルに沿った親切な指導を行います　　ので、安心して

ご応募ください。

正社員
190,000円～

227,000円

13150-

06338331
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町二丁目

５ー２７　　ヴィラまなびの

森保育園

看護師パート：ヴィラま

なびの森保育園

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　こどもの森が運営

する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯科

検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく保

育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの森

では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」とし

て多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

パート労働者
1,300円～1,500

円

11010-

03431031

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市西元町２－７

－９　にしこくワンダーラン

ド保育園

看護師パート：にしこく

ワンダーランド保育園

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保　育、病気・ケガの対応、内科検診・

歯科検診のサポートなどの業務　を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽

しく保育園で　の時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こ

どもの森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなか　った方々も「保育園看

護師」として多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

パート労働者
1,300円～1,500

円

36 / 80 ページ



求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13150-

06321631
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町４－２２

－９　ぶんじっこ保育園

看護師パート：ぶんじっ

こ保育園

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

パート労働者
1,300円～1,500

円

13150-

06324031
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市戸倉１－８－

４３　１階　ぶんじっこ保育

園分園

看護師パート：ぶんじっ

こ保育園分園

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

パート労働者
1,300円～1,500

円

13150-

06326231
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町２－５－

１　まなびの森保育園

看護師パート：まなびの

森保育園

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

パート労働者
1,300円～1,500

円

13150-

06328431
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市東元町３－１

４－２　　まなびの森保育園

国分寺

看護師パート：まなびの

森保育園国分寺

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

パート労働者
1,300円～1,500

円

13150-

06335531
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町３－１１

－１　第８千代鶴ビル３階　

国分寺プチ・クレイシュ

看護師パート：国分寺プ

チ・クレイシュ

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

パート労働者
1,300円～1,500

円

13150-

06336431
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市西恋ケ窪２－

１２－１２　西国分寺プチ・

クレイシュ

看護師パート：西国分寺

プチ・クレイシュ

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保育、病気・ケガの対応、内科検診・歯

科検診のサポートなどの業務を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽しく

保育園での時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こどもの

森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなかった方々も「保育園看護師」と

して多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

パート労働者
1,300円～1,500

円
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11010-

03512831

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市南町３－１１

－７　保育園ピコ国分寺

看護師パート：保育園ピ

コ国分寺

〇保育園未経験・ブランクがある方も大歓迎！看護師さん募集〇　　　こどもの森が運

営する保育園にて、園児の健康管理、０歳児の保　育、病気・ケガの対応、内科検診・

歯科検診のサポートなどの業務　を行っていただきます。子どもたちが、毎日元気に楽

しく保育園で　の時間を過ごせるよう保育士と一緒にサポートをお願いします。　　こ

どもの森では、元々は病院勤務で、子どもに関わる仕事でなか　った方々も「保育園看

護師」として多数活躍しています。　是非あなたの経験をいかしましょう！

パート労働者
1,300円～1,500

円

13150-

02359531

マシュマロこどもクリ

ニック　富士川　善直

東京都国分寺市戸倉４－４５

－５　Ｋ－エリタ－ジュ
看護師もしくは准看護師

＊小児科外来看護業務　＊医師の指示に基づく医療行為　＊週１日～３日のお仕事で

す。
パート労働者

1,800円～1,900

円

13150-

04127731

株式会社　フレンテム

の介護

東京都国分寺市日吉町３－１

４－１　　よつばデイサービ

ス

看護職員（デイサービ

ス）

ご利用者様の健康管理及び相談、服薬管理、処置、記録等　（利用者定員１８名）　☆

土曜日を含む週２日勤務できる方を望んでいます。
パート労働者

1,700円～1,800

円

13040-

21218031

株式会社　創生事業団　

首都圏事業部

東京都国分寺市東戸倉２－８

－７　グッドタイムナーシン

グホーム・国分寺

看護職員（夜勤パート）

／国分寺

有料老人ホームでのお仕事です。　ご入居者様の健康管理をお願いします。　バイタル

チェック　経管処置　薬の管理　緊急時の対応など　主治医や提携医療機関によるバッ

クアップがあるので安心して働けます！　※オンコール・介護業務はありません。

パート労働者
1,818円～2,121

円

13040-

20989231

株式会社　創生事業団　

首都圏事業部

東京都国分寺市東戸倉２－８

－７　グッドタイムナーシン

グホーム国分寺

看護職員／国分寺

有料老人ホームでのお仕事です。　ご入居者様の健康管理をお願いします。　バイタル

チェック　経管処置　薬の管理　緊急時の対応など　主治医や提携医療機関によるバッ

クアップがあるので安心して働けます！　※オンコール・介護業務はありません。

正社員
149,000円～

153,500円

13040-

21251831

株式会社　創生事業団　

首都圏事業部

東京都国分寺市東戸倉２－８

－７　グッドタイムナーシン

グホーム国分寺

看護職員／国分寺

有料老人ホームでのお仕事です。　ご入居者様の健康管理をお願いします。　バイタル

チェック　経管処置　薬の管理　緊急時の対応など　主治医や提携医療機関によるバッ

クアップがあるので安心して働けます！　※オンコール・介護業務はありません。

パート労働者
1,700円～1,800

円

13150-

03339131

株式会社　エース・シ

ステム・エンジニアリ

ング

東京都国分寺市泉町２－９－

１　西国分寺ライフタワー１

６０５　当社　営業本部

基盤構築技術者

基盤構築　お客様問い合わせメール・電話対応　報告書等ドキュメント類の作成　　　

※職場で慣れてから、テレワーク（在宅勤務）になります。　　現在８割が在宅勤務で

す。

正社員
412,000円～

550,000円

13150-

00853831
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ケ窪３丁

目２３－８　（グループホー

ム・ケアハウス）　　在宅複

合施設「あじさい苑」

機能訓練指導員／あじさ

い苑【トライアル併用】

・グループホーム（定員９名）、ケアハウス（定員４８名）がある　在宅複合福祉施設

での利用者様の機能訓練および書類作成業務　・簡単な介護業務も行っていただきま

す。

正社員
160,000円～

175,000円

13150-

06974331

株式会社　川島コーポ

レーション　　サニー

ライフ国分寺

東京都国分寺市西町１－２１

－１

機能訓練指導員／サニー

ライフ国分寺

＊機能訓練指導　＊生活リハビリ指導　＊基本動作の訓練　＊日常動作の訓練　＊レク

リエーション等　＊入居者リハビリ業務全般
正社員

250,000円～

280,000円
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13040-

40157731

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

居宅介護支援事業所のケ

アマネージャー／東京都

国分寺市

居宅介護支援事業所　ソラスト国分寺のケアマネージャー　・介護計画書（ケアプラ

ン）の立案、検証　・利用者様、ご家族の相談業務　・地域包括支援センター、役所、

事業者間連携　・給付管理業務…など

パート労働者
1,510円～1,510

円

13040-

42192322

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

居宅介護支援事業所のケ

アマネージャー／東京都

国分寺市

居宅介護支援事業所　ソラスト国分寺のケアマネージャー　・介護計画書（ケアプラ

ン）の立案、検証　・利用者様、ご家族の相談業務　・地域包括支援センター、役所、

事業者間連携　・給付管理業務…など

正社員
261,000円～

261,000円

23020-

19812831

株式会社　エスケーア

イ

東京都国分寺市北町３－２９

－２　ソフトバンク　国分寺

北町店

携帯電話販売スタッフ

（ワイモバイル取扱店）

／国分寺市

携帯ショップでの受付　他　　＊未経験でも安心の教育制度あり　＊業界経験者優遇

（資格所持者等）　＊営業・接客業経験者歓迎
正社員

140,000円～

140,000円

13150-

03231731

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２
経営企画部事務

◆当院はベッド数１５８床の中規模病院で、社会福祉法人の医療施設として地域に根ざ

した医療、福祉予防医学サービスを提供しています。　　＊法人内各施設間の調整・法

人内会議資料作成・各種届出書類作成確認・産業医を務めている企業などへ配布する情

報誌編集・法人運営にかかわる資料作成、確認・対外的業務（東京都、北多摩、国分寺

市医師会や他の法人などとの調整、折衝）・理事長のスケジュール管理（検査、各種ア

ポイントメント、面接など）・理事長の送迎・講演会関係（年２０回程の調整、準備な

ど）・採用関係業務（求人申請、説明会、選考試験、入職オリエンテーションなど）

正社員
190,000円～

202,000円

13150-

03214531

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２
経理

＊病院での経理、パソコンによる入力業務等　　＊総務課業務全般　　＊浴光会は国分

寺市を中心に病院・在宅複合福祉施設・特養・保育園等を運営する社会福祉法人です。　

　＊使用ソフト：ＰＣＡ　　＊有休１００％消化を奨励

正社員
150,000円～

172,000円

13150-

01510731

マンパワーグループ株

式会社　立川オフィス

東京都国分寺市東元町　＊詳

細はハローワーク窓口までお

問い合わせください。

計測器の受入出荷検査／

国分寺市

＊計測器の受入出荷検査　＊報告書などの書類作成　＊それらに付随する業務　＊重量

物（約２０ｋｇ程度）の運搬あり（棚から作業台に移動等）

有期雇用派遣

労働者

212,100円～

212,100円

13010-

07655731

株式会社　ジャスティ

スアルファ　秋葉原支

店

東京都国分寺市周辺

警備スタッフ（交通誘

導）／国分寺市／直行直

帰

◎新築工事に伴った交通誘導業務になります。　・重機等搬入時の車両の誘導業務　・

車両及び作業周辺における第三者災害防止　　※初心者の方歓迎しています。　　初め

は先輩の隊員と組んで仕事しますので安心です。　※２０歳代～７０歳代の方現場活躍

中。　　特に６０歳以上の方が活躍しています。　※なにげない挨拶のやり取りの中で

「ありがとう」の感謝を実感で　きる仕事です。　・早く終わっても１日分の給与を保

障

パート労働者
1,072円～1,312

円

13010-

07657631

株式会社　ジャスティ

スアルファ　秋葉原支

店

東京都国分寺市周辺

警備スタッフ（交通誘

導）／国分寺市／直行直

帰

◎新築工事に伴った交通誘導業務になります。　・重機等搬入時の車両の誘導業務　・

車両及び作業周辺における第三者災害防止　　※初心者の方歓迎しています。　　初め

は先輩の隊員と組んで仕事しますので安心です。　※２０歳～７０歳代の方現場活躍

中。　　特に６０歳以上の方が活躍しています。　※なにげない挨拶のやり取りの中で

「ありがとう」の感謝を　　実感できる仕事です。　・早く終わっても１日分の給与を

保障

正社員
181,896円～

222,600円
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13170-

08708631

株式会社　高速警備保

障　三鷹営業所

東京都国分寺市東恋ヶ窪６－

１７付近

警備員（交通誘導／国分

寺市）

・三鷹市に営業所を新規ＯＰＥＮ！　　警備員さん大量募集しております！　　・歩行

者や車輌を誘導するお仕事です。　・おもに住宅の建築現場や公園内、道路工事現場へ

の直行・直帰　　になります。　・現場が早く終わっても１日分の日給は保証します。

パート労働者
1,072円～1,340

円

13170-

08715631

株式会社　高速警備保

障　三鷹営業所

東京都国分寺市東恋ヶ窪６－

１７付近

警備員（交通誘導／国分

寺市）

・三鷹市に営業所を新規ＯＰＥＮ！　　警備員さん大量募集しております！　　・歩行

者や車輌を誘導するお仕事です。　・おもに住宅の建築現場や公園内、道路工事現場へ

の直行・直帰　　になります。　・現場が早く終わっても１日分の日給は保証します。

正社員
185,242円～

231,552円

13170-

00371831

株式会社　高速警備保

障　三鷹営業所

東京都国分寺市南町２－９付

近

警備員（交通誘導／国分

寺市）

・三鷹市に営業所を新規ＯＰＥＮ！　　警備員さん大量募集しております！　　・歩行

者や車輌を誘導するお仕事です。　・おもに住宅の建築現場や公園内、道路工事現場へ

の直行・直帰　　になります。　・現場が早く終わっても１日分の日給は保証します。

パート労働者
1,072円～1,340

円

13170-

00352931

株式会社　高速警備保

障　三鷹営業所

東京都国分寺市南町２－９付

近

警備員（交通誘導／国分

寺市）≪急募≫

・三鷹市に営業所を新規ＯＰＥＮ！　　警備員さん大量募集しております！　　・歩行

者や車輌を誘導するお仕事です。　・おもに住宅の建築現場や公園内、道路工事現場へ

の直行・直帰　　になります。　・現場が早く終わっても１日分の日給は保証します。

正社員
185,242円～

231,552円

13010-

10703131
株式会社　監理

東京都国分寺市　立川市　府

中市　国立市　国分寺・西国

分寺駅周辺及び概ね１時間以

内の「就業場所」

警備員（国分寺・西国分

寺駅近辺）シニア・６０

歳以上

＊中高年、未経験の方を募集しています。　＊交通費は全額支給。制服は無償貸与。　

＊建築現場での工事車両の誘導と付近を通行する歩行者や自転車の　　安全を守ること

が仕事です。（交通誘導）　＊ご自宅から現場まで直行・直帰していただきます。　＊

休憩は昼休み６０分、午前１５分、午後３０分です。　＊勤務日数は無理がないように

週に３日～６日の範囲で決めていた　　だいており、８割の方が５年以上勤務していま

す。　＊教育制度は入社直後に現場研修を含む３日間の初期研修を行い、　　その後も

教育担当者が現場へ巡回指導に出向くので、未経験の方　　の心配はご無用です。

パート労働者
1,268円～1,379

円

13090-

10131631

株式会社　東武警備サ

ポート

東京都国分寺市泉町３－３５

－１－１０１　にしこくマイ

ン

警備員／国分寺市

商業施設の駐輪場で自転車整理と駐車場でのお車の誘導を担当して頂きます。　誰でも

出来る簡単な接客警備です。　入社時の研修は３０時間あり、現場での研修は４８時間

ありますので　未経験者の方でも安心して始められるお仕事です。

パート労働者
1,072円～1,072

円

13090-

05548631

株式会社　東武警備サ

ポート

東京都国分寺市泉町３－３５

－１－１０１　にしこくマイ

ン

警備員／国分寺市

駅前の商業施設で巡回・自転車整理・駐車場管理、入退店管理業務・　開閉店業務等を

担当して頂きます。　誰でも出来る簡単な接客警備です。　入社時の研修は３０時間あ

り、現場での研修は４８時間ありますので未経験者の方でも安心して始められるお仕事

です。　　未経験者大歓迎　充実の研修でしっかりサポートします。

パート労働者
1,300円～1,300

円

13150-

01898431

アイビス警備　株式会

社

国分寺市・小平市・小金井

市・三鷹市　　※応募時・面

接時に説明いたします。

警備員／国分寺市・小金

井市・小平市・三鷹市

・各種工事現場における、車両・歩行者の安全誘導　（複数人による勤務）　　・各種

店舗の駐車場の出入口及び駐車場内の案内誘導　（複数人による勤務）　　・お祭り・

イベント会場における車両・歩行者の安全誘導　（複数人による勤務）

パート労働者
1,375円～1,375

円

14140-

01237631

株式会社ニッツウ警備

保障

東京都国分寺市西国分寺駅周

辺　「当社請負先」

警備員／国分寺市西国分

寺駅

〇東京都国分寺市の当社取引先での歩行者及び車両の安全誘導業務　〇未経験者歓迎、

親切、丁寧に指導しますので安心して働けます。　☆採用者には、面接交通費として

￥３，０００－を研修初日に支給します。

正社員以外
218,160円～

237,600円
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13190-

02788731

ホークスプラス　合同

会社
東京都国分寺市日吉町各現場 警備員＜国分寺市＞

１．歩行者・作業車の誘導業務　　２．建設現場での交通誘導（直行直帰）　　３．現

場マンションの住人に対しての声掛け誘導　　＊男女とも歓迎します。
正社員以外

183,600円～

242,760円

13190-

00928631

ホークスプラス　合同

会社
東京都国分寺市東元町各現場

警備員＜国分寺市東元町

＞

１．歩行者・作業車の誘導業務　　２．建設現場での交通誘導（直行直帰）　　３．現

場マンションの住人に対しての声掛け誘導　　＊男女とも歓迎します。
正社員以外

183,600円～

242,760円

13090-

01774131
株式会社スリーエス

東京都国分寺市　及び東京２

３区、都下
警備業／国分寺市

・交通誘導警備　・雑踏警備　・施設警備　※交通誘導警備が中心となります。　　道

路工事、建築工事、各種イベント会場の誘導と警備
正社員

237,600円～

324,000円

13010-

00899231

株式会社ロジナコーポ

レーション

東京都国分寺市　武蔵村山市　

東村山市　東大和市　※自宅

から１時間内を目安

軽作業／片付・清掃／直

行直帰／国分寺・武蔵村

山・東村山他

※新築マンション・ビル等での軽作業／片付及び清掃　※日払い、週払い、月払い選択

可　※男女共２０代～７０代多数活躍中　※建設キャリアアップシステム導入済　※体

験就労ご希望の方は御相談下さい　「建設現場の仕事に興味はあるけど不安と思ってい

るあなた　　是非、実際の建設現場で就労体験をしてみませんか」　※労働期間の勤務

日数は相談に応じます　※キャリアを積むことで仕事内容もステップアップしていきま

す。　※仕事を覚えて頂ければ、自分で工程や仕事の組立など出来ます。　　軽作業に

おいても弊社は仕事量の目標があり、それを終わらせる　　達成感や充実感が体現でき

ます。

正社員以外
184,500円～

246,000円

13150-

02480531

有限会社　四條板金工

業

東京都国分寺市西町５－２１

－２５　　当社　国分寺営業

所

建築業

屋根・外壁・雨樋の工事　新築物件から個人宅のリフォーム、学校や駅等の公共施設の

工事を行っています。　現場での工事以外に当社工場にて金属板を切断、加工、部材の

製作もあります。　屋根の形状に合わせ、複雑な形を折ったり曲げたりし、完成した物

を屋根に取付します。

正社員
190,080円～

432,000円

13150-

02827331

株式会社　シノカツ

ホーム

東京都国分寺市本多２－１－

１４

建築現場代理人（建築の

仕事）／無資格・未経験

ＯＫ　正社員

工程管理・予算管理・現場職人さんへの指示・進捗確認・打合せ・発注業務・安全指

導・施工打合せ・現地調査などです。未経験でもスタートできます。新築戸建てからア

パートまで幅広いお客様を持っています。おかげさまで、評判上々の会社です。あなた

もメンバーに加わりませんか。無資格でもＯＫです。シノカツホームは貴方を丁寧に育

成いたします。

正社員
100,000円～

200,000円

13010-

28257431

株式会社　暉技術　東

京支店

所沢市・国分寺市　各建設現

場

建築施工管理／所沢市・

国分寺市／直行直帰

官公庁及び民間発注の建築物（マンション・オフィスビル・倉庫・学校・病院等）の施

工管理業務及び補助。　　※現場経験者優遇
正社員

200,000円～

340,000円

13150-

00473931
おがわ眼科　小川智美

東京都国分寺市泉町３丁目３

５－１　レガビル３Ｆ
検査員

視力検査、眼底検査、ＯＣＴ検査、視野検査、コンタクトレンズ　処方（ハードレンズ

優遇）
正社員

200,000円～

250,000円

13150-

00475031
おがわ眼科　小川智美

東京都国分寺市泉町３丁目３

５－１　レガビル３Ｆ
検査員

視力検査、眼底検査、ＯＣＴ検査、視野検査、コンタクトレンズ　処方（ハードレンズ

優遇）
パート労働者

1,500円～1,800

円

13150-

07027831
株式会社　電工舎

東京都国分寺市西恋ヶ窪３－

１２－８
現場作業員（見習い可）

＊電気工事に係る一切の業務に従事します。　＊公共施設（図書館、学校等）における

屋内電気配線工事が中心ですが、戸建の電気配線工事も行います。　　　＊仮設電気工

事も行っております。　　＊男女とも可

正社員
231,000円～

231,000円

13150-

02820131

株式会社　ＲＯＯＭ　

ＣＲＡＦＴ

東京都国分寺市本多２－１－

１４　　２Ｆ

現場代理人（建築の仕

事）／未経験応募ＯＫ／

正社員

工程管理・予算管理・現場職人さんへの指示・進捗確認・打合せ・発注業務・安全指

導・施工打合せ・現地調査などです。未経験でもスタートできます。新築戸建てからア

パートまで幅広いお客様を持っています。お陰様で、評判上々の会社です。あなたもメ

ンバーに加わりませんか。

正社員
250,000円～

560,000円
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13150-

01427031

株式会社　ＳＥＯＬＥ

Ｏ

東京都国分寺市泉町１－２－

１５　　朗豊ゼミナール国分

寺教室

個人指導塾講師（小学

生、中学生・高校生対

象）／国分寺教室

・個別学習指導（基礎的内容）※英語・数学・算数・国語　・教材作成　・その他教室

の運営業務
パート労働者

1,400円～1,600

円

13150-

06136931

株式会社　ＳＥＯＬＥ

Ｏ

東京都国分寺市光町２丁目１

－１８　オークハウス国立２

０１　　エレファース国立北

口教室

個別学習指導講師／エレ

ファース国立北口教室

（週３５時間）

「発達障害支援教室エレファース」は、主に発達障害をお持ちの生徒様を対象とした完

全個別指導の学習塾です。　文字、数、ことば、国語、算数などの学習指導等をしてい

ただきます。業務の流れやノウハウはイチから丁寧にお教えしますので経験がなくても

ＯＫ。　現在、当塾の講師は幅広い世代の方が在籍しており、５０代、６０代の方も活

躍しています。　あなたの社会人や子育てで得た知識や経験を活かしてお仕事してみま

せんか？　塾の仕事で大切なのは、親御様や生徒様との信頼関係です。　だからこそ私

たちは「人柄」を重視した採用を行っております。　まずは気軽にご相談ください！

正社員以外
162,000円～

162,000円

13150-

05354031

株式会社　ＳＥＯＬＥ

Ｏ

東京都国分寺市光町２丁目１

－１８　オークハウス国立２

０１　　エレファース国立北

口教室

個別学習指導講師／エレ

ファース国立北口教室

（週４０時間）

「発達障害支援教室エレファース」は、主に発達障害をお持ちの生徒様を対象とした完

全個別指導の学習塾です。　文字、数、ことば、国語、算数などの学習指導等をしてい

ただきます。　業務の流れやノウハウはイチから丁寧にお教えしますので経験がなくて

もＯＫ。　あなたの社会人や子育てで得た知識や経験を活かしてお仕事してみません

か？　あなたの頑張りで昇進昇給制度もございます。　塾の仕事で大切なのは、親御様

や生徒様との信頼関係です。　だからこそ私たちは「人柄」を重視した採用を行ってお

ります。　まずは気軽にご相談ください！

正社員以外
187,000円～

187,000円

13150-

05453531

株式会社　ＳＥＯＬＥ

Ｏ

東京都国分寺市光町２－１－

８　オークハウス２０１　　　

エレファース国立北口教室

個別学習指導講師／国立

北口教室

（株）ＳＥＯＬＥＯが運営する「発達支援教室エレファース」は　主に発達障がいをお

持ちの生徒様を対象にした完全個別学習指導の教室です。　　・文字、数、ことば、国

語、算数、英語などの学習指導　　・教材作成　等

パート労働者
1,400円～2,000

円

13150-

06075831

株式会社　ＳＥＯＬＥ

Ｏ

東京都国分寺市泉町１丁目２

－１５　　朗豊ゼミナール国

分寺教室

個別学習指導講師／朗豊

ゼミナール国分寺教室

（週３５時間）

「個別指導塾　朗豊ゼミナール」は、英語、数学、算数、国語などの基礎的な内容を教

える個別学習指導塾です。　業務の流れやノウハウはイチから丁寧にお教えしますので

経験がな　くてもＯＫ。　現在、当塾の講師は幅広い世代の方が在籍しており、５０

代、６０代の方も活躍しています。　あなたの社会人や子育てで得た知識や経験を活か

してお仕事してみませんか？　塾の仕事で大切なのは、親御様や生徒様との信頼関係で

す。　だからこそ私たちは「人柄」を重視した採用を行っております。　まずは気軽に

ご相談ください！

正社員以外
162,000円～

162,000円

13150-

05362031

株式会社　ＳＥＯＬＥ

Ｏ

東京都国分寺市泉町１丁目２

－１５　　朗豊ゼミナール国

分寺教室

個別学習指導講師／朗豊

ゼミナール国分寺教室

（週４０時間）

「個別指導塾　朗豊ゼミナール」は、英語、数学、算数、国語などの基礎的な内容を教

える個別学習指導塾です。　業務の流れやノウハウはイチから丁寧にお教えしますので

経験がな　くてもＯＫ。　あなたの社会人や子育てで得た知識や経験を活かしてお仕事

してみませんか？　あなたの頑張りで昇進昇給制度もございます。　塾の仕事で大切な

のは、親御様や生徒様との信頼関係です。　だからこそ私たちは「人柄」を重視した採

用を行っております。　まずは気軽にご相談ください！

正社員以外
187,000円～

187,000円

42 / 80 ページ



求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13010-

27086231

株式会社　やる気ス

イッチグループ

東京都国分寺市戸倉１－５－

１９大島ビル１階　［スクー

ルＩＥ　恋ケ窪校］（当社施

設）

個別指導塾講師（スクー

ルＩＥ恋ケ窪校）

＊好きな科目で子ども達の役に立つ。個別授業の学習塾で授業をお任せします。教える

事に専念できます。　　【教えるスタイル】一度に生徒は二人までの個別授業です。　

【指導対象】小学生～高校生対象。できる範囲でＯＫです。　【指導方法・内容】独自

のテキストを使用して学校の予習や復習　　　　　　　　　　などを行います。　　未

経験でも安心してスタートして頂けるよう、生徒への接し方、　授業の進め方など一か

ら丁寧にレクチャーいたします。

パート労働者
1,142円～1,142

円

13140-

01419331

Ｍ’ｓセキュリティ株式

会社

東京都国分寺市戸倉４－４０

付近

交通誘導員（国分寺市戸

倉／６０歳以上歓迎）

工事現場付近での誘導や声かけ、回り道の案内など。　やる気と元気があればできるお

仕事です。　６０歳以上の方、男女共に、学生も活躍中。　ガッツリ稼ぎたい人も空い

た日に副業したい人も　自由にシフトを組めるのでおすすめです。　　＊直行直帰で

す。早く終わっても日当の保障いたします。

パート労働者
1,187円～1,712

円

13140-

01418731

Ｍ’ｓセキュリティ株式

会社

東京都国分寺市高木町２－７

付近

交通誘導員（国分寺市高

木町／６０歳以上歓迎）

工事現場付近での誘導や声かけ、回り道の案内など。　やる気と元気があればできるお

仕事です。　６０歳以上の方、男女共に、学生も活躍中。　ガッツリ稼ぎたい人も空い

た日に副業したい人も　自由にシフトを組めるのでおすすめです。　　＊直行直帰で

す。早く終わっても日当の保障いたします。

パート労働者
1,187円～1,712

円

13140-

01417431

Ｍ’ｓセキュリティ株式

会社

東京都国分寺市新町１－３付

近

交通誘導員（国分寺市新

町／６０歳以上歓迎）

工事現場付近での誘導や声かけ、回り道の案内など。　やる気と元気があればできるお

仕事です。　６０歳以上の方、男女共に、学生も活躍中。　ガッツリ稼ぎたい人も空い

た日に副業したい人も　自由にシフトを組めるのでおすすめです。　　＊直行直帰で

す。早く終わっても日当の保障いたします。

パート労働者
1,187円～1,712

円

13140-

01422831

Ｍ’ｓセキュリティ株式

会社

東京都国分寺市西町５－３３

付近

交通誘導員（国分寺市西

町／６０歳以上歓迎）

工事現場付近での誘導や声かけ、回り道の案内など。　やる気と元気があればできるお

仕事です。　６０歳以上の方、男女共に、学生も活躍中。　ガッツリ稼ぎたい人も空い

た日に副業したい人も　自由にシフトを組めるのでおすすめです。　　＊直行直帰で

す。早く終わっても日当の保障いたします。

パート労働者
1,187円～1,712

円

13140-

01415231

Ｍ’ｓセキュリティ株式

会社

東京都国分寺市泉町１－１８

付近

交通誘導員（国分寺市泉

町／６０歳以上歓迎）

工事現場付近での誘導や声かけ、回り道の案内など。　やる気と元気があればできるお

仕事です。　６０歳以上の方、男女共に、学生も活躍中。　ガッツリ稼ぎたい人も空い

た日に副業したい人も　自由にシフトを組めるのでおすすめです。　　＊直行直帰で

す。早く終わっても日当の保障いたします。

パート労働者
1,187円～1,712

円

13140-

01420131

Ｍ’ｓセキュリティ株式

会社

東京都国分寺市内藤２－２付

近

交通誘導員（国分寺市内

藤／６０歳以上歓迎）

工事現場付近での誘導や声かけ、回り道の案内など。　やる気と元気があればできるお

仕事です。　６０歳以上の方、男女共に、学生も活躍中。　ガッツリ稼ぎたい人も空い

た日に副業したい人も　自由にシフトを組めるのでおすすめです。　　＊直行直帰で

す。早く終わっても日当の保障いたします。

パート労働者
1,187円～1,712

円

13140-

01424531

Ｍ’ｓセキュリティ株式

会社

東京都国分寺市日吉町１－２

３付近

交通誘導員（国分寺市日

吉町／６０歳以上歓迎）

工事現場付近での誘導や声かけ、回り道の案内など。　やる気と元気があればできるお

仕事です。　６０歳以上の方、男女共に、学生も活躍中。　ガッツリ稼ぎたい人も空い

た日に副業したい人も　自由にシフトを組めるのでおすすめです。　　＊直行直帰で

す。早く終わっても日当の保障いたします。

パート労働者
1,187円～1,712

円
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13140-

01421031

Ｍ’ｓセキュリティ株式

会社

東京都国分寺市並木町３－２

７付近

交通誘導員（国分寺市並

木町／６０歳以上歓迎）

工事現場付近での誘導や声かけ、回り道の案内など。　やる気と元気があればできるお

仕事です。　６０歳以上の方、男女共に、学生も活躍中。　ガッツリ稼ぎたい人も空い

た日に副業したい人も　自由にシフトを組めるのでおすすめです。　　＊直行直帰で

す。早く終わっても日当の保障いたします。

パート労働者
1,187円～1,712

円

13140-

01425431

Ｍ’ｓセキュリティ株式

会社

東京都国分寺市本町４－２４

付近

交通誘導員（国分寺市本

町／６０歳以上歓迎）

工事現場付近での誘導や声かけ、回り道の案内など。　やる気と元気があればできるお

仕事です。　６０歳以上の方、男女共に、学生も活躍中。　ガッツリ稼ぎたい人も空い

た日に副業したい人も　自由にシフトを組めるのでおすすめです。　　＊直行直帰で

す。早く終わっても日当の保障いたします。

パート労働者
1,187円～1,712

円

14140-

03382431

株式会社　ＶＯＬＬＭ

ＯＮＴセキュリティ

サービス　ＴＣ事業部

東京都国分寺市周辺　当社請

負先

交通誘導員（通信・土

木・建築工事）／東京都

国分寺市

＊交通誘導の警備業務です。　＊多様の各現場の勤務先があります。　　・通信工事　

比較的未経験者の方に最適な現場です。　　・土木工事　仕事量が豊富で安定している

現場です。　　・建築工事　長期になることが比較的多い現場です。　＊幅広い年齢層

の方が勤務中、６０歳以上の方も応募歓迎！　＊未経験でも、親切丁寧な研修で安心し

て応募ください♪　★深夜勤務専門の希望の方もご相談ください。　　　　　１勤務１

０，６００円（６５歳未満・社会保険加入者）　★資格取得費用会社負担！　★社会保

険加入者は日給に＋２００円支給！！

パート労働者
1,115円～1,162

円

14140-

03410831

株式会社　ＶＯＬＬＭ

ＯＮＴセキュリティ

サービス　ＴＣ事業部

東京都国分寺市周辺　「当社

請負先」

交通誘導員（通信・土

木・建築工事）／東京都

国分寺市

＊交通誘導の警備業務です。　＊多様の各現場の勤務先があります。　　・通信工事　

比較的未経験者の方に最適な現場です。　　・土木工事　仕事量が豊富で安定している

現場です。　　・建築工事　長期になることが比較的多い現場です。　＊幅広い年齢層

の方が勤務中、６０歳以上の方も応募歓迎！　＊未経験でも、親切丁寧な研修で安心し

て応募ください♪　★深夜勤務専門の希望の方もご相談ください。　　　　　１勤務１

０，６００円（６５歳未満・社会保険加入者）　★資格取得費用会社負担！　★社会保

険加入者は日給に＋２００円支給！！

正社員以外
199,020円～

226,840円

11050-

05007531

株式会社　ＶＯＬＬＭ

ＯＮＴセキュリティ

サービス　さいたま支

社

東京都国分寺市光町１丁目付

近

交通誘導警備　工事現場

のご案内業務／国分寺市

※工事現場における歩行者・車両の誘導　※建築現場におけるゲート管理　※現場直

行・直帰　　　男女不問、６０歳以上の方も多数活躍中です。　※研修制度があるの

で、未経験者やご高齢の方、女性の方も親切、丁寧にお教えします。

パート労働者
1,162円～1,475

円

13150-

00331631

大真綜合警備保障　株

式会社

東京都国分寺市・小金井市・

小平市及び都内各現場

交通誘導警備／国分寺

市・小金井市・小平市・

都内

車両及び歩行者の交通誘導警備にて簡単に出来る仕事です。　勤務地は都内全域・所沢

方面・川崎方面などたくさんあります。　現場については自宅から近い所に行って頂き

直行直帰です。　事務所内はアットホームで働きやすい会社です。　通勤については電

車・バス・自転車・バイク、何を利用しても　交通費１，０００円が支給されます。　

１Ｒ寮も完備しております。（応相談）

パート労働者
1,075円～1,277

円

13010-

24805231

株式会社　第一警備東

京

東京都国分寺市本多１丁目１

１－４　付近

交通誘導警備員（パー

ト）／直行直帰／国分寺

市

各種工事現場での簡単な誘導業務です。　・歩行者、自転車への声掛け　・工事車両、

一般車両の安全誘導　等　　未経験者・高齢者・ブランク有る方も、入社後は丁寧に研

修させて頂きます。　６０代～８０代の方、活躍中　　入社後は会社で研修受講後、居

住地付近の現場をご案内致します。

パート労働者
1,100円～1,142

円
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13010-

24809331

株式会社　第一警備東

京

東京都国分寺市本多１丁目１

１－４　付近

交通誘導警備員／直行直

帰／国分寺市

工事現場での誘導業務　・土木工事現場での歩行者、自転車への案内　・街路樹剪定に

伴う、歩行者、自転車への声掛け　・簡単な車両誘導　　※重いものを運んだり走った

りすることはありません。　※簡単な現場多数。６０代～８０代も活躍中。　　＊未経

験の方でも研修があるので安心してください　＊日払い、週払い可（規定あり）　＊交

通費全額支給（規定あり）

正社員
189,200円～

215,000円

13150-

05688031

株式会社　セット設計

事務所

東京都国分寺市本町２－１６

－４
公園緑地設計技術者

各種公園、緑地、基地、動植物園、庭園、水辺空間、ビオトープ、スポーツ、レジャー

施設、屋上緑化等の調査・設計　　＊給与額は能力・経験等を勘案の上決定させて頂き

ます。　＊諸手当支給の場合、月２５万円～４５万円となります。　　　　※単身寮に

つきましては、３０歳未満が対象となります。

正社員
213,000円～

350,000円

13130-

08667031

グローバル建物管理協

同組合

東京都国分寺市泉町２丁目２

－２６

公共施設の警備業務＜国

分寺市＞
施設の巡回、受付案内を中心とした警備業務 パート労働者

1,200円～1,200

円

13130-

08666131

グローバル建物管理協

同組合

東京都国分寺市泉町２丁目２

－２６

公共施設の設備員業務＜

国分寺市＞

公共施設内で点検や計測を中心とした設備管理　　静かな雰囲気の公共施設です。　ブ

ランクがある方ダイア歓迎、６０～７０代活躍中です。
パート労働者

1,200円～1,200

円

13130-

08664631

グローバル建物管理協

同組合

東京都国分寺市泉町２丁目２

－２６

公共施設の日常清掃＜国

分寺市＞
ほうきや掃除機を使った床清掃や　トイレ清掃、窓ふきなどの日常清掃です。 パート労働者

1,100円～1,100

円

13150-

05685631

株式会社　セット設計

事務所

東京都国分寺市本町２－１６

－４

構造設計（要経験・要普

免）

建築設計・監理等　構造設計　　＊給与額は能力・経験等を勘案の上決定させて頂きま

す。　＊諸手当支給の場合、月２５万円～５０万円となります。　　　　※単身寮につ

きましては、３０歳未満が対象となります。

正社員以外
213,000円～

350,000円

13110-

03057731

株式会社　大起エンゼ

ルヘルプ

東京都国分寺市北町１丁目２

１－１　「グループホーム　

なごみ国分寺北町」

高齢者の日常生活を支援

するグループホーム介護

職員／国分寺

介護の仕事はなんでもやってあげるではなく、その方の日常生活において出来ないとこ

ろを支援します。例えるならスタッフは「メガネ」の存在になることです。　メガネは

目を治す道具ではなく、治せない目の状態を補って日常生活を送れるようにする自助具

です。スタッフもそのメガネの存在になって、その方が出来るように声をかけ、出来な

いところを支援し、日常生活を支えることが大きな役割です。　グループホームは認知

症の状態になった方しか入れない１ユニット９名の少人数制の施設であり、そこで生活

する高齢者に対し起床支援から食事、排泄、入浴、就寝等を行います。

正社員
187,271円～

197,380円

13110-

03059631

株式会社　大起エンゼ

ルヘルプ

東京都国分寺市北町１－２１

－１　小規模多機能ホーム国

分寺北町

高齢者の日常生活を支援

する小規模多機能介護職

員／国分寺市

介護の仕事はなんでもやってあげるではなく、その方の日常生活において出来ないとこ

ろを支援します。例えるならスタッフは「メガネ」の存在になることです。　メガネは

目を治す道具ではなく、治せない目の状態を補って日常生活を送れるようにする自助具

です。スタッフもそのメガネの存在になって、その方が出来るように声をかけ、出来な

いところを支援し、日常生活を支えることが大きな役割です。　小規模多機能は自宅で

生活しているご利用者の状態に応じて、通い・宿泊・訪問をするサービスで主に施設で

の食事、排泄、入浴、就寝等を行います。　※ご利用者宅への送迎がありますので業務

で運転が出来る方の募集になります。

正社員
187,271円～

197,380円

13060-

03469531

学校法人　日本芸術学

園

東京都国分寺市泉町２－１０

－６　「日本芸術高等学園　

国分寺校」

国語教員（国分寺校） ・クラス担任　・担当科目は国語総合など　・授業　・教務事務　・学校営業等 正社員
200,000円～

200,000円
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13060-

02641031

学校法人　日本芸術学

園

東京都国分寺市泉町２－１０

－６　「日本芸術高等学園　

国分寺校」

国語教員（国分寺校） ＊担当科目は、国語総合など。 パート労働者
2,800円～3,200

円

22080-

00793531
株式会社　ヤマシタ

東京都国分寺市日吉町３－１

－１９　株式会社ヤマシタ　

国分寺営業所

国分寺営業所／福祉用具

のお届け・サービスス

タッフ

お客様宅を訪問し、福祉用具のお届け～組立設置・調整（＝フィッティング）から取扱

説明を行います。　【キャリアプラン】１．お客様対応を極めて「顧客対応職」　　　　

　　　　　　２．チームをまとめる「リーダー職」　　　　　　　　　　３．お客様目

線を活かした「営業職」　【ご高齢者の生活を支えるお仕事】お客様と会話しながら業

務を行いますが、レンタルなので顔馴染みとなるお客様も多く、自分の家族と話すよう

に接して下さいます。心からの「ありがとう」がいただける、地域への貢献ができるこ

とが何よりのやりがいです。　＊１日５件～８件程を社用車（ＡＴ車）で訪問。　＊取

扱商品…介護ベッド、車いす等　　　　　　　（重い商品は日程を調整して２名で対

応）

正社員
207,500円～

242,084円

13030-

04816931

東京ヤクルト販売株式

会社

東京都国分寺市東恋ケ窪３－

２０－２８　当社国分寺セン

ター

国分寺市（国分寺セン

ター）／デリバリース

タッフ

※子育て中の方や子育てが一段落した方、未経験の方、短時間勤務　希望の方、Ｗワー

クで働きたいフリーターの方や学生の方も歓迎　＊一般家庭へのヤクルト製品を含む飲

料のお届け業務　（セールスや新規開拓はありません。）　　※勤務日数や時間、勤務

地等は相談に応じます。　※ライフスタイルに合わせた働き方ができます。　※保育園

託児施設利用可（応相談）　　＃マザーズ

パート労働者
1,090円～1,090

円

13150-

06984931
国分寺市役所

東京都国分寺市光町３－１３

－２０　子ども家庭支援セン

ター

子ども家庭総合相談担当

（時間額会計年度任用職

員）／光町

子ども家庭支援センターにおける子育てや虐待に関する相談業務、育児支援ヘルパーの

相談調整業務等　窓口や電話対応、訪問することもあります　　※幅広い年齢層の方の

応募を歓迎します

パート労働者
1,660円～1,660

円

40050-

03427231
株式会社　梅の花

東京都国分寺市南町２－１７

－１　ハタヤ第１ビル１７Ｆ　

「梅の花　国分寺店」

支配人候補（国分寺／正

社員）【在籍出向】

○懐石料理店「梅の花」での接客や調理の仕事です　◎お客様の受付・会計・配膳など

の接客業務、簡単な調理　＊後々は従業員シフト、食材・備品の管理など、　　店舗運

営に係る全体的な業務も担っていただきたいと考えて　　います　※支配人（管理監督

者）の募集です　　〈在籍出向を前提とした求人〉　　採用後は「株式会社梅の花サー

ビス東日本」への在籍出向と　　なります

正社員
332,000円～

500,000円

13150-

06761831
株式会社八紘

東京都国分寺市光町１－４０

－７アリストテラス４０１　

株式会社八紘　事務所

施工管理技士

公共工事入札、現場施工管理、書類作成等　現場は主に東京都内です。　　現在７期目

とまだまだ若い会社ですが、毎年様々な事に挑戦し色々　な景色が目まぐるしく変わっ

ております。　是非、即戦力として弊社に入社して頂き活躍して頂きたいです。　ご応

募お待ちしております。

正社員
341,600円～

414,800円

13080-

21133331

株式会社　ベネッセス

タイルケア　キャリア

人財部

東京都国分寺市本多３－１－

１８　当社『グランダ国分

寺』

施設内訪問介護スタッフ

／ベネッセ有料老人ホー

ム／国分寺駅

★週１日１時間～など働き方は相談可★資格取得支援制度あり　◎住宅型有料老人ホー

ムでの訪問介護サービス◎　施設の中で訪問介護のサービスにおける生活援助、身体介

護等を　行うことになるので、天候に左右されることなく移動できます。　施設内にス

タッフがいるので、安心してご勤務いただけます。　■資格をお持ちでない方も、資格

取得支援制度を整えております。　介護職員初任者研修の支援金額は上限６５，０００

円！　■毎週土曜日１０：３０　介護資格取得・お仕事説明会開催中！　■毎週木曜日

１０：３０　訪問介護スタッフお仕事説明会開催中！　『グランダ国分寺』は２０１４

年２月開設、　居室数６０室・定員６０名のホームです。

パート労働者
1,600円～2,916

円
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13080-

21096931

株式会社　ベネッセス

タイルケア　キャリア

人財部

東京都国分寺市東恋ケ窪３－

２９－４　当社『ボンセ

ジュール西国分寺』

施設内訪問介護スタッフ

／ベネッセ有料老人ホー

ム／西国分寺

★週１日１時間～など働き方は相談可★資格取得支援制度あり　◎住宅型有料老人ホー

ムでの訪問介護サービス◎　施設の中で訪問介護のサービスにおける生活援助、身体介

護等を　行うことになるので、天候に左右されることなく移動できます。　施設内にス

タッフがいるので、安心してご勤務いただけます。　■資格をお持ちでない方も、資格

取得支援制度を整えております。　介護職員初任者研修の支援金額は上限６５，０００

円！　■毎週土曜日１０：３０　介護資格取得・お仕事説明会開催中！　■毎週木曜日

１０：３０　訪問介護スタッフお仕事説明会開催中！　『ボンセジュール西国分寺』は

２０１６年１１月開設、　居室数５５室・定員７３名のホームです。

パート労働者
1,600円～2,916

円

13150-

00477231
おがわ眼科　小川智美

東京都国分寺市泉町３丁目３

５－１　レガビル３Ｆ
視能訓練士 視力検査、斜視・弱視機能検査、メガネ・コンタクトレンズ処方 正社員

200,000円～

230,000円

13150-

00784431

社会福祉法人　にんじ

んの会

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

５０－１（西恋ヶ窪にんじん

ホ－ム）

事務職

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」　気持ちの良いスタッフが皆様をお待

ちしております。　　人事、労務、介護保険請求業務、経理等　　管理業務　　＊未経

験の方でも丁寧にご指導致します。　＊長く勤務していただける方のご応募をお待ちし

ております。　＊試用期間（６ヶ月間）中は契約職員（待遇等は正職員と同等）、　　

試用期間後、正職員に登用します。

正社員以外
191,000円～

387,000円

13150-

00786331

社会福祉法人　にんじ

んの会

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

５０－１（西恋ヶ窪にんじん

ホ－ム）

事務職

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」　気持ちの良いスタッフが皆様をお待

ちしております。　人事、労務、介護保険請求業務、経理等　管理業務　＊未経験の方

でも丁寧にご指導致します。　＊長く勤務していただける方のご応募をお待ちしており

ます。　＊雇用後、６ヶ月は有期契約として採用します。ただし、年度末　　まで６ヶ

月未満の場合は契約を再締結します。当該６ヶ月後の　　更新以降は、原則１年ごとの

更新となります。　＊パート職員も能力・経験などにより、正・契約職員への登用制度　

　があります。

パート労働者
1,100円～1,160

円

13150-

03184431
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ヶ窪３丁

目２８－１５（ひまわり苑

内）　浴光訪問看護ステー

ション

事務職員／訪問看護ス

テーション

・訪問看護ステーションでの事務業務全般　・経理業務　・介護保険請求業務　・営繕

業務　・労務業務
パート労働者

1,072円～1,150

円

13150-

05168631

一般社団法人　こころ

のネットワーク陽　　

（放課後等デイサービ

ス　メリーランド）

東京都国分寺市西町２－２－

３　第５東財ビル３Ｆ　　メ

リーランド国分寺

児童指導員
１．障がい児支援（食事、トイレ補助）　２．障がい児　お迎え業務　３．児童とレク

リエーションなどの遊びや指導など
パート労働者

1,100円～1,150

円

13150-

05170231

一般社団法人　こころ

のネットワーク陽　　

（放課後等デイサービ

ス　メリーランド）

東京都国分寺市西町２－２－

３　メリーランド国分寺
児童発達支援管理責任者

＊利用者の支援（食事・排泄介助、レクリエーション）　　　利用者数：約１０～１５

名　＊送迎業務：学校～施設～自宅　　　使用車：ノア（８人乗り）　　　エリア：立

川、国分寺、国立　＊施設清掃　など

正社員
170,000円～

170,000円

13150-

04996631

有限会社クニックス　

ウィズユーすこやか小

金井

東京都小金井市貫井南町４丁

目８番地１０号　平井ビル１

０１

児童発達支援管理責任者

【トライアル雇用併用】

個別療育中心の児童発達支援・放課後等デイサービスの施設における、児童発達支援管

理責任者の業務全般　・スタッフが業務補助をする体制が整っておりますので、負担が

集中することはありません。

正社員
326,000円～

406,000円
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13150-

00526331

株式会社アイティープ

ラス

東京都国分寺市本多１－１３

－１７　　（株）アイティー

プラス「オレンジモーター

ス」

自動車整備・販売／国分

寺市
自動車整備全般　・車検、点検整備　・リース車両の整備　・新車、中古車の販売 正社員

205,600円～

411,200円

13060-

01643431

学校法人　日本芸術学

園

東京都国分寺市泉町２－１０

－６　「日本芸術高等学園　

国分寺校」

社会教員（国分寺校） ＊クラス担任　＊担当科目は、歴史と公民　＊授業　＊教務事務　＊学校営業等 正社員
200,000円～

200,000円

13060-

01661331

学校法人　日本芸術学

園

東京都国分寺市泉町２－１０

－６　「日本芸術高等学園　

国分寺校」

社会教員（国分寺校） ＊担当科目は、歴史と公民 パート労働者
2,800円～3,200

円

13080-

12834131

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ

東京都国分寺市南町１－１２

－７　国分寺南町事務所１階　

ケアリッツ国分寺

主任ケアスタッフ（ホー

ムヘルパー・正社員）／

国分寺

介護サービスを必要としているお客様のお宅へ伺い、生活のサポートをするお仕事で

す。　先輩との同行訪問からスタートし、引き継ぎ後、ホームヘルパー業務（身体介

護、生活援助）を行います。　その他に、後輩スタッフの育成や、サービス提供責任者

の補佐を行って頂きます。　できるだけ早期の介護福祉士合格を目指し、サービス提供

責任者を目指しながら働いている方も多数在籍しています。

正社員
184,000円～

196,000円

13080-

12831331

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ

東京都国分寺市光町２－１０

－２４　アルコバレーノ２０

１　ケアリッツ国立

主任ケアスタッフ（ホー

ムヘルパー・正社員）／

国立

介護サービスを必要としているお客様のお宅へ伺い、生活のサポートをするお仕事で

す。　先輩との同行訪問からスタートし、引き継ぎ後、ホームヘルパー業務（身体介

護、生活援助）を行います。　その他に、後輩スタッフの育成や、サービス提供責任者

の補佐を行って頂きます。　できるだけ早期の介護福祉士合格を目指し、サービス提供

責任者を目指しながら働いている方も多数在籍しています。

正社員
184,000円～

196,000円

13200-

06188231

有限会社　エヌエス

ファーマシー

東京都国分寺市東元町４－１

４－１　東元町メディカルビ

ル１Ｆ　「東元町調剤薬局」

受付事務／東元町調剤薬

局
※受付業務、患者応対　※パソコン入力、会計業務　など パート労働者

1,080円～1,200

円

30016-

00062531
社会福祉法人　檸檬会

東京都国分寺市南町３丁目２

２－２　ＺＥＬＫＯＶＡ　Ｂ

ＬＤＧ　２Ｆ

就労移行支援事業所　Ｌ

ＩＩＭＯ国分寺　サービ

ス管理責任者

就労移行支援事業所のサービス管理責任者として就労を希望する障　がいがある方に対

し、ご本人のニーズと適性を把握しながら就労支　援のサポート計画の立案等を行いま

す。　　＜主な業務内容＞　・就職までの訓練を明記した個別支援計画を作成し、自立

生活に必　要な課題を本人に提示し一般就労までのプロセスを本人とともに具　体的に

設定。　・本人が必要とする様々な福祉サービスや関係機関の利用アドバイ　スの実

施。　・地域行政、医療機関や施設等の福祉関係機関との関係構築。

正社員
200,000円～

230,000円

30016-

00250731
社会福祉法人　檸檬会

東京都国分寺市南町３丁目２

２－２　ＺＥＬＫＯＶＡ　Ｂ

ＬＤＧ　２Ｆ

就労移行支援事業所　Ｌ

ＩＩＭＯ国分寺　施設長

就労移行支援事業所の施設長として就労を希望する障がいがある方に対し、ご本人の

ニーズと適性を把握しながら就労支援のサポート計画の立案等を行います。　・人事管

理や経費管理、設備管理等の施設運営　・利用者様の契約やご利用に関する案内業務　

・行政やハローワーク、医療機関など関係する機関との連絡調整　・広報活動　・利用

者様の就職先との連携や職場開拓、広報活動など対外活動　・多岐に渡る施設運営に関

する業務全般　　また、檸檬会本部との連絡や定期的な会議への出席などもあります。

正社員
185,000円～

301,440円
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30016-

00530431
社会福祉法人　檸檬会

東京都国分寺市南町３丁目２

２－２　ＺＥＬＫＯＶＡ　Ｂ

ＬＤＧ　２Ｆ

就労移行支援事業所　Ｌ

ＩＩＭＯ国分寺　就労支

援員（正職）

＜＜２０２２年６月１日新規開所しました＞＞　都内二か所目の就労移行支援事業所で

す。利用者の方たちと親身に向き合い、アットホームな雰囲気で不安や悩みを一緒に乗

り越えていきます。就労に向けてのサポートという、誰かの夢を叶えるためのとてもや

りがいのあるお仕事です。　「新しい人生」のお手伝いのために、最初の一歩を踏み出

したい方、是非お待ちしております。　個別支援計画に基づき、利用者様に対し、パソ

コン（ワード・エクセル等）や、ビジネスマナー、コミュニケーションスキル等の支援

を行っていただきます。　また、就職活動のサポートとして、履歴書作成や面接対応等

の支援を行っていただきます。

正社員
165,000円～

210,000円

30016-

00531731
社会福祉法人　檸檬会

東京都国分寺市南町３丁目２

２－２　ＺＥＬＫＯＶＡ　Ｂ

ＬＤＧ　２Ｆ

就労移行支援事業所　Ｌ

ＩＩＭＯ国分寺　生活支

援員（正職）

＜＜２０２２年６月１日新規開所しました＞＞　都内二か所目の就労移行支援事業所で

す。障がいのある方に対し　自立した生活ができるよう日常で発生する課題についての　

助言や解決を促します。　人間関係、不安や悩みなどについての相談に応じます。　ご

本人だけでなく、ご家族、関係者から必要な情報を収集し、　課題やニーズを分析し、

関係者間で情報を共有しながら支援します。経験を積み、サービス管理責任者や管理職

への　キャリアアップも目指せます。　個別支援計画に基づき、利用者様に対し健康管

理の指導業務や生活上での相談業務を行っていただきます。　また、利用者様の就職後

のサポートも行っていただきます

正社員
165,000円～

210,000円

13150-

01115631

株式会社　ビーエーエ

ス

東京都国分寺市南町３－２０

－３　　「ＳＵＢＷＡＹ国分

寺マルイ店」

週休３日ＳＵＢＷＡＹ準

社員：国分寺マルイ店

国分寺駅中のマルイ地下１階の「ＳＵＢＷＡＹ」　　オーダーメイドでお客様のご注文

を聞きながら、　サンドイッチを調理していきます。　　＊お仕事は社員、先輩スタッ

フが丁寧に教えていくので　　初めての方も安心してご応募ください。

正社員以外
168,000円～

238,000円

23010-

02083031

ＣＫＣネットワーク　

株式会社

東京都国立市東３－６－１０　

ナビ個別指導学院　国立校
塾講師　【国立校】

面接時のテスト（国・数・英）や面談によって、担当学年や教科を相談させていただき

ます。　安心してご応募ください。　　・お仕事と家庭の両立をされている方もいらっ

しゃいます。　・中高年の方も活躍されています。

パート労働者
1,072円～1,466

円

14010-

04138831

一冨士フードサービス

株式会社　南関東支社
東京都国分寺市戸倉３－５

小学校給食の調理師（国

分寺市戸倉）

小学校給食施設厨房内での調理業務　　調理、仕込み、洗浄　等　　１日平均　４２０

食　　※学校給食経験　あれば尚可　　経験者は優遇します　　（請負業務）
正社員以外

180,000円～

220,000円

14010-

04135931

一冨士フードサービス

株式会社　南関東支社

東京都国分寺市本多１－２－

１

小学校給食の調理師（国

分寺市本多）

小学校給食施設厨房内での調理業務　　調理、仕込み、洗浄　等　　１日平均　５００

食　　※学校給食経験　あれば尚可　　経験者は優遇します　　（請負業務）
正社員以外

180,000円～

240,000円

14010-

04137031

一冨士フードサービス

株式会社　南関東支社
東京都国分寺市戸倉３－５

小学校給食の調理補助

（国分寺市戸倉）

小学校給食施設厨房内の調理補助業務　（調理補助・洗浄・片付等）　　１日平均４２

０食　　　　　（請負業務）
パート労働者

1,072円～1,072

円

13150-

01809631

マンパワーグループ株

式会社　立川オフィス

東京都国分寺市東元町　※詳

細はハローワーク窓口までお

問い合せください

小型電子機器の製造・組

立／国分寺市

小型電子機器の製造　・ピンセットによる小物の組み立て　・自動生産ロボットの操作　

・電子機器用のＩＣモジュール製造　・モジュールの切り抜き　・プリント基板折り曲

げ・接着・顕微鏡による作業　・注射針による微細な接着剤塗布

有期雇用派遣

労働者

221,850円～

221,850円

13040-

29164131
株式会社ポシェット

東京都国分寺市北町４－２４

－１９　グループホームああ

す鷹の台

障がい者グループホーム

の夜勤・夕勤食事造り／

ああす鷹の台

障がい者向けグループホームのお仕事です。　夜勤は日給１７，０００円～　　◆夜勤　

＊朝食の準備、朝のお見送り、見守り　＊夜勤は１６：３０～翌９：００　＊休憩あ

り、個室にて仮眠可（休憩は施設内でお願いします）　◆夕勤　＊簡単な食事作り（調

理するためのキットが届きます）　＊入居者６名分の調理をします　＊夕勤は１６時か

ら調理開始、片付けを含め最長２１時まで　＊時短勤務等、勤務時間の選択可能です。

ご相談下さい。

パート労働者
1,100円～1,250

円
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13150-

06654931

株式会社　永興（事業

所　訪問看護・居宅・

通所介護・地域密着型

通所介護・障がい者グ

ループホーム）

東京都国分寺市北町４丁目ー

６－２４　緑グループホーム　

桃

障害者グループホーム管

理者／国分寺市北町

５ユニット（１ユニット４人）の障害者グループホームの全般業務管理、職員のスケ

ジュール調整、利用者の心身状況把握、利用者家族の連絡、各会議の出席、計画書とモ

ニタリング表の作成、関連機構との連絡など週に２回ほどの夜間支援あり

正社員
200,000円～

200,000円

13150-

02382231

オーケー株式会社　国

分寺店

東京都国分寺市本多２－３－

１
食品スーパーのレジ業務

＊食品スーパーでのレジ入金、接客の業務です。　　＊入社後、業務荷関する教育研修

をしっかりと行いますので、初めての方でも安心して仕事ができます。　　＊商品お買

い上げの際における「入金、接客」や、その他簡単な業務です。　　＊土日両方又はど

ちらかと祝日勤務をお願いします。

正社員以外
208,320円～

217,000円

13150-

02384431

オーケー株式会社　国

分寺店

東京都国分寺市本多２－３－

１
食品スーパーのレジ業務

＊食品スーパーでのレジ入金・接客の業務です。　　＊商品お買い上げの際における

「入金・接客」やその他簡単な業務となります。　　＊入社後、業務に関する教育研修

をしっかりと行いますので、初めての方でも安心して仕事ができます。

パート労働者
1,091円～1,091

円

13150-

02383531

オーケー株式会社　国

分寺店

東京都国分寺市本多２－３－

１

食品スーパーの品出し業

務

＊食品スーパーでの商品の品出しの業務です。　　＊商品の品出しと売場内での簡単な

接客業務となります。　　＊入社後、業務に関する教育研修をしっかりと行いますの

で、初めての方でも安心して仕事ができます。　　＊土日両方又はどちらかと祝日勤務

をお願いします。

正社員以外
208,320円～

217,000円

13150-

02385731

オーケー株式会社　国

分寺店

東京都国分寺市本多２－３－

１

食品スーパーの品出し業

務

＊食品スーパーでの商品の品出しの業務です。　　＊商品の品出しと売場内での簡単な

接客業務となります。　　＊入社後、業務に関する教育研修をしっかりと行いますの

で、初めての方でも安心して仕事できます。

パート労働者
1,091円～1,091

円

13150-

00961331

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６
食品部門スタッフ

＊食品スーパーでの商品の品出しの業務です。　＊納品された商品を売り場に品出しす

る簡単な作業です。　＊慣れてきたら売り場作りや発注等のスキルアップも可能　　※

入社後、業務に関する研修をしっかりと行いますので、初めての方でも安心して仕事が

できます。

正社員以外
208,320円～

217,000円

13150-

00946631

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６

食品部門スタッフ：アル

バイト

＊食品スーパー食品部門において、品出し・値引き・清掃・接客の業務です。　　※入

社後業務に関する研修をしっかり行いますので、初めての方でも安心してお仕事ができ

ます。

パート労働者
1,091円～1,091

円

13150-

03215431

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２
人事労務

【人事労務】　＊給与計算（ＰＣＡ使用）　＊社会保険手続き　＊各種助成金の申請　

＊年末調整など人事労務全般　＊総務課業務全般　　＊有休１００％消化を奨励
正社員

150,000円～

172,000円

13040-

21467431

株式会社　創生事業団　

首都圏事業部

東京都国分寺市東戸倉２－８

－７　グッドタイムナーシン

グホーム・国分寺

厨房スタッフ／国分寺

老人ホーム内の厨房のお仕事をおまかせします。　・ご入居者様へお出しするお食事の

盛り付け　・食器や調理器具などの洗浄　・その他厨房のお仕事　＊ごはん、おみそ汁

は作りますが、おかずは盛り付けのみ　＊ご入居者様が食べやすいサイズに切る作業も

あります。

パート労働者
1,072円～1,100

円
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11040-

00792631
株式会社　アミス

東京都国分寺市並木町３－１

２－２　【至誠ホームミン

ナ】　国立駅からバス７分乗

車、国分寺高校入口バス停下

車　徒歩１分

厨房管理者候補（東京都

国分寺市・至誠ホームミ

ンナ）

株式会社アミスは、高齢者施設を中心に、各施設のニーズに合わせたお食事を提供して

いる給食会社です。　この度、国分寺市にある施設でスタッフを募集いたします。　◆

仕事内容　・調理業務全般、衛生管理業務など　※お客様にとってお食事は、楽しみ・

生きがい・社会参加に繋がり、日々の生活を充実させる重要なポイントです。　※お客

様からの「美味しかった」「ありがとう」の声に喜びとやりがいを感じられるお仕事で

す。　　【請負業務】

正社員
194,400円～

237,600円

13150-

00972131

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６
水産部門スタッフ

＊食品スーパー水産部門において、加工（小分け作業・パック詰め・値付け）・品出

し・発注・清掃・接客の業務です。　　※入社後業務に関する研修をしっかり行います

ので、初めての方も　安心してお仕事ができます。

正社員以外
208,320円～

217,000円

13150-

04868031
株式会社　ＹＡＯ

東京都国分寺市東元町２－８

－２　つぼつぼ整骨院
整骨院　受付

整骨院内での受付業務全般（お会計、電話対応、予約対応、患者さんの受付時の対応、

受付周りの片づけ）及び院内掃除を中心にお願い致します。　　仕事の大半は患者さん

との会話になりますので、老若男女問わず、　誠実に接することが出来る明るく元気の

ある整骨院を目指しています！　元気一杯にそしてアットホームの雰囲気でやっていま

す。患者さんと楽しくお話ししながら明るい雰囲気で一緒にお仕事しませんか？　子育

て中の方も活躍しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＃マ

ザーズ

パート労働者
1,072円～1,400

円

13150-

04666131

株式会社　川島コーポ

レーション　　サニー

ライフ国分寺

東京都国分寺市西町１－２１

－１

正看護師または准看護師

／サニーライフ国分寺

介護付有料老人ホームでの利用者（５９名）への日常健康管理　＊当ホームでは夜間勤

務はありません。　＊オンコールはありません。　　※ブランクのある方でも丁寧に指

導いたしますので、安心して　　いただけます。

パート労働者
1,500円～1,700

円

13150-

04677231

株式会社　川島コーポ

レーション　　サニー

ライフ国分寺

東京都国分寺市西町１－２１

－１

正看護師または准看護師

／サニーライフ国分寺

介護付有料老人ホームでの利用者（５９名）への日常健康管理　＊当ホームでは夜間勤

務はありません。　＊オンコールはありません。　　※ブランクのある方でも丁寧に指

導いたしますので、安心して　　いただけます。

正社員
270,000円～

310,000円

13040-

06113631
共和産業株式会社

東京都国分寺市東元町３－２

０－４１　　リオン（株）ビ

ル

清掃／国分寺 オフィスの日常清掃　（トイレ清掃あり） パート労働者
1,100円～1,100

円

06010-

05504831

株式会社　ベガスベガ

ス

東京都国分寺市東恋ケ窪５丁

目６番地３　恋ヶ窪ＳＣ　１

階・２階

清掃スタッフ（ベガスベ

ガス国分寺恋ヶ窪店）

☆　ホール内での清掃業務　☆　閉店後の清掃なので、接客業に苦手意識がある方も最

適　　　・パチンコ台／スロット台　・飛沫防止ボード　・データランプなど、お客様

が手を触れる箇所の拭き掃除、アルコ　ール消毒を重点的にしてもらうます。　　　＊　

６ヶ月毎の契約更新制　　※応募の際は、ハローワークから『紹介状の交付』を受けて　

　　　ください。

パート労働者
1,350円～1,350

円

13150-

02751531
Ｒ企画　株式会社

東京都国分寺市本多２－１－

１４

清掃スタッフ／未経験応

募可／パート

自社所有アパートの外部清掃・自社所有マンションの共用廊下清掃女性専用シェアハウ

スの館内清掃を行います。　すべては、入居者の方々が気持ちよく生活ができるよう

に、建物の外部内部の清掃を行います。シェアハウスに関しては、キッチン、　シャ

ワールーム、館内の清掃全般です。

パート労働者
1,100円～1,500

円

13150-

04993431
有限会社　恵商事

東京都国分寺市本町３丁目　

※詳細はハローワーク窓口で

ご確認ください

清掃員／国分寺市
マンションの日常清掃　　・共用部掃き拭き清掃　　・共用部硝子清掃　　・外周掃き

清掃（外階段含む）　　・ゴミ庫清掃　等
パート労働者

1,100円～1,200

円
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13010-

17356831
株式会社　共立エコー

東京都国分寺市東恋ケ窪３－

２３－１

清掃員／東京都国分寺市　

※１８３
マンション（８階建、総戸数２３５戸）の共用部清掃　　＊就業場所は窓口まで パート労働者

1,072円～1,072

円

13150-

02103131

社会福祉法人　万葉の

里

東京都国分寺市泉町２－３－

８
生活支援員／契約社員

国分寺市障害者センターの通所事業（生活介護事業太陽）を利用する方（様々な障害の

ある方）の支援。具体的には、食事、入浴、トイレの介助や各種プログラム（リハビ

リ・音楽・チラシ配布などの軽作業）時のサポート、イベントの企画があります。事務

作業として記録作成や会議や研修への参加などがあります。

正社員以外
216,250円～

216,250円

13150-

03244031

株式会社　ハウスク

ルーズ

東京都国分寺市南町３－３－

２０　ロイヤルプレイス１Ｆ
生命保険営業

当社お客様への営業活動からチームリーダーとしてのマネジメント業務までを前提とし

た、特別カリキュラムでの採用です。　保険知識や業界経験がなくても構いません。　

・新規のお客様へ資料発送業務や、資料請求をされたお客様へのお　電話でのご提案。　

・お客様宅へ訪問し、ご提案商品のお申込お手続き　・当社の既契約へのアフターフォ

ロー（事故対応や保全手続き）、　またご契約中の保障内容のお見直しのご提案　＊ひ

と通り出来るようになったら、５名～１０名ほどのチームのマ　ネジメント業務をお任

せします。　＊オペレーターの育成・教育・指導・キャリアアップに向けたコー　チン

グ等　　＊お客様の声を基にした業務改善策の立案・実行

正社員
260,000円～

300,000円

13150-

00937631

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６
精肉部門スタッフ

＊食品スーパー精肉部門において、荷卸し・品出し・発注・清掃・接客の業務です。　　

＊ＰＣ（プロセスセンター）店のため、スライサーを使用した肉の　切り分け作業・

パック詰め・ラベル貼付作業はございません。　　※入社後、業務に関する研修をしっ

かり行いますので、初めての方も安心してお仕事ができます。

パート労働者
1,091円～1,091

円

13150-

00940831

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６
精肉部門スタッフ

＊食品スーパー精肉部門において、荷卸し・品出し・値引き・発注　・清掃・接客の業

務です。　＊混雑時はレジ応援していただくこともございます。　　＊ＰＣ（プロセス

センター）店のため、スライサーを使用した肉の　切り分け作業・パック詰め・ラベル

貼付作業はございません。　　※入社後、業務に関する研修をしっかり行いますので、

初めての方も安心して仕事ができます。

正社員以外
208,320円～

217,000円

13150-

04572731

ＵＭマネージメント　

株式会社

東京都国分寺市本町２－９－

８　サンヴェール国分寺エス

タシオン１０６　パティス

リーリブレゾン

製菓製造販売

主な業務が製菓製造業務となっております。　〈菓子製造〉店舗厨房にて製菓製造をし

ていただきます。　　ラインナップは生菓子（１０～１５種類）、焼菓子（３０～４０　

種類）チョコレート（２０種類）、ジェラート（１０種類）の製　造に携わっていただ

きます。一部商品をグループ会社工場より半　製品を手配して店舗にて焼成、パッキン

グしております。　〈原料資材発注業務〉店舗での発注業務　　取引先商社：７社　

〈販売業務〉繁忙期等での販売接客業務に携わっていただきます。　　販売：箱詰め、

レジ打ち、ギフト包装、ジェラート盛付、発送業　務、閉店作業

正社員
185,000円～

275,000円
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13150-

00928331
近江精機　株式会社

東京都国分寺市東恋ケ窪５－

７－３６
製造部スタッフ

＜１日の流れ＞発注書が届く→発注内容を見て、作業工程をイメージ→工場内で作業→

完成　＊「この先端部分を何ミリにして…」「こういう部品を作って…」といった発注

書が届くので、その依頼にあわせて機械を選び作業します。削る機械や圧力を加える機

械など、種類は様々です。金属加工が初めてという方も、マシンの操作方法を丁寧に指

導していくので安心してください。教わったことを一つ一つ確実にできるようになれば

誰でも同じように加工ができるようになります。　＊初めは先輩社員がやっている姿を

みて、徐々に流れを覚えていきましょう。今働いている方のほとんどが未経験スタート

です。　＊「モノづくりに興味がある」「手に職をつけたい」方であれば未経験者でも

大歓迎です。

正社員
169,000円～

212,000円

13150-

00944731

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６
青果部門スタッフ

＊食品スーパー青果部門において、荷卸し・品出し・野菜や果物の　カット・袋詰め・

値付け・清掃・接客の業務です。　＊混雑時はレジ応援していただくこともございま

す。　　※入社後業務に関する研修をしっかり行いますので、初めての方も　安心して

お仕事ができます。

正社員以外
208,320円～

217,000円

13150-

00943431

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６

青果部門スタッフ：アル

バイト

＊食品スーパー青果部門において、荷卸し・品出し・カット・袋詰め・値付け・清掃・

接客の業務です。　　※入社後業務に関する研修をしっかり行いますので、初めての方

でも安心してお仕事ができます。

パート労働者
1,091円～1,091

円

13150-

01130331

税理士事務所　グレイ

ス

東京都国分寺市本町３丁目１

１－１７　ビルドシティプラ

ザ４Ｆ

税理士業務補助

・相続税申告業務を中心とした税理士業務補助　　戸籍等の収集、財産評価、遺産分割

協議書作成、申告書作成など　　スキルや経験に応じてお客様対応もしていただきます　

・会計業務（試算表作成、年末調整、決算申告など）も少量あり　　※相続関連業務経

験者は給与考慮いたします。　※相続関連業務未経験の方でも相続の専門家となるため

に学ぶ意欲　があり、明るく前向きに業務に取り組める方、人と話すことが好　きな

方、接客業のお仕事経験がある方、大歓迎です。　※残業は少ないですが、お客様の都

合により休日出勤をお願いする　場合があります。

正社員
180,000円～

250,000円

13120-

00818331

コスモ石油販売株式会

社　南関東カンパニー

東京都国分寺市西町５－２３

－２　当社　Ｓ＆ＣＣＳ弁天

通り

石油製品販売／国分寺市

当社サービスステーションで接客、車関連のあらゆるサービスを行います。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・カーリース、車検、整備、自動車保

険、鈑金、洗車、オイル、タ　イヤ販売　・整備工場併設店舗での整備業務全般　　＜

働きながらスキルアップ！＞　二級整備士、検査員資格の取得については、研修から試

験まで会社で全面的にサポートします。　安心して、技術を伸ばすことができます。

正社員
183,100円～

260,000円

13200-

02124931

シダックスコントラク

トフードサービス　株

式会社

東京都国分寺市本町４－１２

－１９　国分寺女子ハイツシ

ダックス店

責任者・責任者候補（調

理師）／国分寺女子ハイ

ツ

★寮の食堂厨房での調理のお仕事です★　調理・調理補助・盛付・提供・　片付け・洗

浄等の業務を行っていただきます。　一緒に安心・安全な食事を作りましょう◎　〈食

数〉午前：２０食　午後：３３食　プロジェクトコード：ＨＷ＿３１９５Ｋ０３１－０

１

正社員以外
231,840円～

231,840円

13150-

04413031

イエノウエノカフェ　

杉田　直木

東京都国分寺市本町３－８－

１５　１階テラス　イエノシ

タノバール

接客・焼き菓子製造／国

分寺

・昼と夜とで違う顔を持つイタリアンバール（コウボウ）の焼菓子　の製造と接客ス

タッフです。　・自家製マフィンや手作り創作チーズケーキをレシピにならって作　っ

ていただきます。　・慣れてきたらイタリア製のエスプレッソマシンでカフェラッテや　

カプチーノアートにも挑戦できます。

パート労働者
1,082円～1,200

円
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13150-

04410631

イエノウエノカフェ　

杉田　直木

東京都国分寺市本町３－８－

１５　１階テラス　イエノシ

タノバール

接客・焼き菓子製造／国

分寺【就職氷河期世代歓

迎求人】

・昼と夜とで違う顔を持つイタリアンバール（コウボウ）の焼菓子の製造と接客スタッ

フです。　・自家製マフィンや手作り創作チーズケーキをレシピにならって作っていた

だきます。　・慣れてきたらイタリア製のエスプレッソマシンでカフェラッテやカプ

チーノアートにも挑戦できます。

正社員
200,000円～

300,000円

13070-

07143231
株式会社丸亀製麺

東京都国分寺市本町３－１－

１

接客・調理（丸亀製麺　

ミーツ国分寺店）＊急募

＊

丸亀製麺　ミーツ国分寺店　【セルフスタイル讃岐うどん店】　　　オープンキッチン

内での接客・調理・製麺等のお仕事です。　　　ライフスタイルに合わせて働けますの

で、面接時に希望シフトを　　　ご相談ください。

パート労働者
1,150円～1,150

円

13040-

14280231
株式会社　すき家

東京都国分寺市本多２丁目１

６－１

接客・調理／国分寺本多

店

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、　（１）接客（２）調理（３）清掃

（４）金銭管理（５）棚卸　（６）店舗スタッフの教育（７）アルバイトの面接　など

を行って頂くお仕事です。

正社員以外
195,000円～

195,000円

13040-

14279931
株式会社　すき家

東京都国分寺市西恋ヶ窪２丁

目５－１　積丹ビル１Ｆ

接客・調理／西国分寺駅

前店

深夜契約社員として、２２時～９時の時間帯で、　（１）接客（２）調理（３）清掃

（４）金銭管理（５）棚卸　（６）店舗スタッフの教育（７）アルバイトの面接　など

を行って頂くお仕事です。

正社員以外
195,000円～

195,000円

13040-

34185031

株式会社　モスストア

カンパニー（モスバー

ガー）

東京都国分寺市光町１丁目４

２－１９　モスバーガー国立

北口店

接客・販売／国立北口店

モスバーガー店舗での接客・販売業務　（ハンバーガー等の商品の製造・販売・接客・

店内清掃など）　最初はレジや商品の袋詰めなど、簡単なお仕事からスタート。慣れて

きたらハンバーガーのお肉を焼いたり、トマトを切ったり少しづつ色々なお仕事をお任

せします。　初めは慣れないことばかりで大変かもしれませんが、先輩アルバイトさん

が優しく丁寧に教えるので安心です。

パート労働者
1,080円～1,080

円

13010-

28264531

株式会社　暉技術　東

京支店

所沢市・国分寺市　各建設現

場

設備施工管理／所沢市・

国分寺市／直行直帰

官公庁及び民間発注の建築物（マンション・オフィスビル・倉庫・学校・病院等）の施

工管理業務及び補助。　　※現場経験者優遇
正社員

200,000円～

340,000円

13150-

00974831

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６
惣菜部門スタッフ

＊食品スーパー惣菜部門において、荷卸し・品出し・調理・パック　詰め・値付け・清

掃・接客の業務です。　＊慣れてきたら発注・売場づくり等のスキルアップも可能で

す。　＊繁忙期はピザ製作の応援をしていただくこともございます。　　※入社後業務

に関する研修をしっかり行いますので、初めての方も　安心してお仕事ができます。

正社員以外
208,320円～

217,000円

13150-

05755431

一般社団法人　こころ

のネットワーク陽　　

（放課後等デイサービ

ス　メリーランド）

東京都国分寺市西町２－２－

３　メリーランド国分寺

総合事務／メリーランド

国分寺

補助金申請　社会保険・労働保険等の加入申請手続き　就業規則の整備　税務関係申請

等の手続き　決算書の作成　等
正社員

170,000円～

170,000円

13150-

03352731

株式会社　エース・シ

ステム・エンジニアリ

ング

東京都国分寺市泉町２－９－

１　西国分寺ライフタワー１

６０５　営業本部

総務・経理 総務・人事・経理・営業事務　等　　＊令和５年４月～の勤務になります。 パート労働者
1,100円～1,500

円

13150-

03229831

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２

総務・人事（事務長候

補）

・病院事務業務の管理、人材管理、ドクター勤務管理　・医療関係各種届出書類の作成

管理　・会議資料の作成・法人内各施設間の調整　・法人運営にかかわる資料作成、確

認　・採用関係業務（求人申請、説明会、選考試験、入職時オリエン　　テーションな

ど）　・外部（公的機関、他施設、取引業者など）との調整

正社員
200,000円～

250,000円
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13150-

03230431
社会福祉法人　浴光会

１８５－００３５国分寺市西

町１－３１－２特養サンライ

ト　１８５－００１４国分寺

市東恋ヶ窪２－１７－２特養

かがやき　１９０－０１８１

西多摩郡日の出町大久野１２

６３特養羽生の里

総務・人事・企画（施設

長候補）

＊特別養護老人ホームでの施設長業務全般　人材管理、各部署の業務管理、勤怠管理、

広報管理、委員会・会議の管理、収支管理、各種届出書類の管理、法人会議の出席、利

用者様ご家族への対応、外部（公的機関、他施設、取引業者など）との調整　＊特養サ

ンライト（完全ユニット型、入居者８９名、ショートステイ１２名）　＊特養かがやき

（完全ユニット型、入居者８８名、ショートステイ１０名）　＊特養羽生の里（従来

型、入居者９５名、ショートステイ４名）　＊全ての特養で「看取り看護」を導入して

います。　＊【ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言事業所】です。

正社員
200,000円～

250,000円

14150-

04906331
株式会社サロンデイ

東京都国分寺市本多５－１

３ー７　ナイスプラザ１０３

号　サロンデイ国分寺

送迎ドライバー（サロン

デイ国分寺）

デイサービス施設のご利用者様を、施設からご自宅までの送迎、および乗り降り時や歩

行時の介助が主な仕事となります。　車種はセレナなどのミニバンタイプとなります。
パート労働者

1,072円～1,072

円

13150-

05689831

株式会社　セット設計

事務所

東京都国分寺市本町２－１６

－４
測量技術者：経験者

測量業務のお仕事となります。　　　・社内研修及び業務補助をしながら先輩社員が指

導いたしますので安心して応募ください。　　＊給与額は能力・経験等を勘案の上決定

させて頂きます。　＊諸手当支給の場合、月２２万３千円～４５万円となります。　　

※単身寮につきましては、３０歳未満が対象となります。

正社員以外
213,000円～

350,000円

13150-

05690431

株式会社　セット設計

事務所

東京都国分寺市本町２－１６

－４
測量技術者：未経験者

測量業務または補助のお仕事となります。　　　・未経験者には、社内研修及び業務補

助をしながら先輩社員が　　　指導いたしますので安心して応募ください。歓迎しま

す。　　＊給与額は能力・経験等を勘案の上決定させて頂きます。　＊諸手当支給の場

合、月２２万円～３５万円となります。　　　※単身寮につきましては、３０歳未満が

対象となります。

正社員以外
193,000円～

270,000円

13150-

02834331

株式会社　シノカツ

ホーム

＊会社に集合してから、各職

場に向かいます。
大工（多能工）：正社員

＊一般住宅・店舗・マンションリフォーム・リノベーションに伴う　造作工事　＊床・

壁・天井の造作　＊リフォーム・リノベーションに伴う解体工事
正社員

330,000円～

625,000円

13150-

03002231

株式会社　ＳＥＯＬＥ

Ｏ

東京都国分寺市泉町１－２－

１５　　株式会社ＳＥＯＬＥ

Ｏ　管理部

知能検査員（ビネー式）

発達障害支援教室エレファースでの下記の業務をお任せします。　■当塾在籍生（発達

障害・およびそのグレーゾーン・知的障害の　　生徒様）に対する知能検査の実施　■

実施後に報告書の作成や面談を行っていただきます。　■その他、関連する事務作業等　

　※東京都、神奈川・埼玉・千葉県の各教室に訪問し業務をします。　　各教室に訪問

する際、社用車を使用（普通車）

正社員以外
185,000円～

185,000円

13080-

18180931

株式会社高速セキュリ

ティ新宿営業所

東京都国分寺市西町３－２９

－２３　業務スーパー国立弁

天通り店

駐車場警備業／業務スー

パー国立弁天通り店

～～【見学歓迎求人】【週１日勤務でもＯＫです！】～～　○スーパーの駐車場の誘導　

　＊未経験者大歓迎（週払い制度もあります）　　＊初心者の方でも会社で丁寧に指導

しますので、安心して　　　応募して下さい。　　＊保安・巡回及び駐車場での警備で

すのでどなたでもできる　　　優しい仕事です。　　＊高齢者の方でも活躍出来る職場

です。　　　６０代・７０代・８０代幅広く活躍中です。　　＊現場へ直行・直帰で

す。　　　※Ｗワーク可

パート労働者
1,072円～1,072

円

11060-

01492031

有限会社　カナイメ

ディカル

東京都国分寺市南町２－１１

－１４　当社運営　みどり薬

局　南町店

調剤薬局医療事務（国分

寺市）

・調剤薬局における処方箋入力　・レセプト業務　・受付、会計、患者対応　　　＊当

社の詳しい情報はホームページがありますので参照して　　下さい。
正社員

175,000円～

175,000円
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13170-

07023131
株式会社　粉や

東京都国分寺市本町３－４－

３　「粉や　国分寺店」

調理およびホールサービ

ススタッフ／国分寺市

◎都内および千葉県に展開しているお好み焼き食べ放題レストランでの、調理全般、接

客サービスなどの業務をお願いします。　＊未経験でも丁寧に業務指導いたします　＊

調理、飲食店の業務経験者でスキルのある方は、上記の他に　　店舗管理などの運営に

関わる業務も条件優遇のうえ、お願い　　します。

正社員以外
150,000円～

150,000円

13010-

19163131

株式会社　やまねメ

ディカル

東京都国分寺市戸倉２ー３

０ー１５　かがやきデイサー

ビス国立（自社施設）

調理スタッフ／かがやき

デイサービス国立

「サービス付高齢者向け住宅」ご入居者様並びに、併設するデイサービスご利用者様の

お食事の調理業務　　※当社の調理業務は、【加熱・盛り付け・洗浄】が中心で、　　

難しい調理ではありません。　　提供はご入居者様、デイサービスご利用者様に限られ

ます　　＊未経験の方でも始められるお仕事です。

パート労働者
1,080円～1,080

円

13070-

16625631

際コーポレーション株

式会社

東京都国分寺市本町２－２－

１３

調理スタッフ／国分寺市

／タイガー亭　国分寺

大正・昭和のレトロな雰囲気が漂う餃子酒場。定番の焼き餃子から、手打ちの水餃子や

ピリ辛の一口餃子まで種類豊富に揃えています。中華の一品料理も充実。　「タイガー

亭　国分寺店」で調理のお仕事　【具体的な仕事】　〇調理全般　〇調理補助　　セン

トラルキッチン方式ではありません、　　調理技術を身に付けていってください。

正社員
156,000円～

177,800円

13070-

15067331

際コーポレーション株

式会社

東京都国分寺市本町２－２－

１３

調理スタッフ【料理長候

補】／国分寺市／タイ

ガー亭　国分寺

大正・昭和のレトロな雰囲気が漂う餃子酒場。定番の焼き餃子から、手打ちの水餃子や

ピリ辛の一口餃子まで種類豊富に揃えています。中華の一品料理も充実。　「タイガー

亭　国分寺店」で調理のお仕事　【具体的な仕事】　〇調理業務全般　　セントラル

キッチン方式ではありません、　　経験、調理技術を活かしてください。　〇厨房業務

のマネジメント　　（社員、アルバイトの教育、研修、調理指導等）　〇メニュー開

発、店舗の調度・内装の企画立案

正社員
175,600円～

259,700円

11040-

02420931
株式会社　アミス

東京都国分寺市東元町２－５

－１７　【至誠ケアセンター

もとまち】　中央線国分寺駅

から府中行きバス乗車　バス

停より徒歩１５分

調理員（至誠ケアセン

ターもとまち／国分寺

市）

◇国分寺市のデイサービスセンター「至誠ケアセンターもとまち」にて、調理員として

勤務していただきます。　業務内容は主に、仕込み・調理・盛付・食器類のセッティン

グ・食器や器具の洗浄・清掃・衛生管理などを担当していただきます。　※１４：３０

～１６：００の時間帯は主に、洗浄と片付けがメインとなります。　★資格や調理業務

経験がなくともご応募可能　★Ｗワーク可　◎主婦（主夫）の経験を活かし活躍してい

る方多数いらっしゃいます。　　【請負業務】

パート労働者
1,072円～1,100

円

11040-

04010031
株式会社　アミス

東京都国分寺市並木町３丁目

１２－２　至誠ホームミンナ

内厨房

調理員・調理補助（国分

寺市）（至誠ホーム・ミ

ンナ）

◇東京都国分寺市の高齢者施設「至誠ホーム　ミンナ」において、食事サービスの業務

を受託しており、受託先にてお食事の提供を　行っていただきます。　　　・主な業

務：調理、盛付、仕込、配膳、洗浄等　　・食数：朝５５食、昼７０食、夕５５食程度　

　　　　　【請負業務】

パート労働者
1,072円～1,100

円

13070-

09068831

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市日吉町４－３

２－６　　特養　うれしのの

里

調理師（国分寺市）うれ

しのの里

１．病院・福祉施設での食事サービスです♪　　　主に献立表に基づいた調理作業（仕

込み・盛付・洗浄等含　　　む厨房業務全般）のお仕事です。イベント食・行事食の提　

　　案もできます☆　２．給食調理未経験でも先輩がしっかりとサポートします。　

３．調理師・専門調理師（給食）の資格が活かせるお仕事です。　４．入社時研修あ

り。　５．ＨＡＣＣＰ方式に基づいた衛生管理を実施しています。　６．食事提供時間

＝し勤務時間が決まっている規則正しいお　　　仕事です。

正社員以外
215,000円～

240,000円
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13070-

03646931

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市泉町２－３－

８　　老健　すこやか

調理師（国分寺市）すこ

やか

１．病院・福祉施設での食事サービスです。　　　主に献立表による調理作業（仕込

み・盛付・洗浄等の厨房等の　　　厨房業務全般）ですが、四季折々のイベント食や行

事食もあり　　　ます。　２．メニュー作成の食材・調理方法の提案も行います。　

３．ＨＡＣＣＰ方式に基づいた衛生管理を実施しています。　４．食事提供時間が決

まっている規則正しい仕事です。

正社員以外
220,000円～

250,000円

13070-

03696631

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市西元町２－１

６－４０　　老健　にんじん

健康ひろば

調理師（国分寺市）にん

じん健康ひろば

１．病院・福祉施設での食事サービスです。　　　主に献立表による調理作業（仕込

み・盛付・洗浄等の厨房等の　　　厨房業務全般）ですが、四季折々のイベント食や行

事食もあり　　　ます。　２．メニュー作成の食材・調理方法の提案も行います。　

３．ＨＡＣＣＰ方式に基づいた衛生管理を実施しています。　４．食事提供時間が決

まっている規則正しい仕事です。

正社員以外
220,000円～

250,000円

13070-

09113831

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市東元町２－３

－１９　　国分寺内科中央病

院

調理師（国分寺市）国分

寺内科中央病院

１．病院・福祉施設での食事サービスです♪　　　主に献立表に基づいた調理作業（仕

込み・盛付・洗浄等含　　　む厨房業務全般）のお仕事です。イベント食・行事食の提　

　　案もできます☆　２．給食調理未経験でも先輩がしっかりとサポートします。　

３．調理師・専門調理師（給食）の資格が活かせるお仕事です。　４．入社時研修あ

り。　５．ＨＡＣＣＰ方式に基づいた衛生管理を実施しています。　６．食事提供時間

＝勤務時間が決まっている規則正しいお　　　仕事です。

正社員以外
220,000円～

250,000円

13200-

05583931

シダックスフードサー

ビス　株式会社

東京都国分寺市南町２－１１

－１１　国分寺南町診療所シ

ダックス店

調理師／国分寺南町診療

所

食材仕込み、調理、盛付け、食事提供サービス、洗浄、片付け　など、調理師の知識を

活かした業務に携わっていただきます。　（勤務地による）　調理師の技術の向上を図

ることを目的とした「調理師会」があり　、調理に関する実践的な勉強会や、調理コン

クールがあります。　プロジェクトコード：ＨＷ＿１４５０Ｋ３９１－０５１

正社員以外
215,280円～

231,840円

14010-

07956631
株式会社　ツクイ

東京都国分寺市西恋ケ窪３－

６－１０　ツクイ恋ヶ窪

調理職員（デイサービ

ス）／恋ヶ窪

資格・経験不問！充実した福利厚生・研修制度をご用意！　週２日～ＯＫ♪　施設の見

学も可能です◎（事前予約制）　＜仕事内容＞デイサービスでの調理業務、食器洗浄、

メニュー作成　　　　　　　食材の発注、厨房の衛星管理　等　　お客様のためにお食

事を作るやりがいのある仕事です！　創作料理、新しいメニュー作り等、料理が好きな

方大歓迎♪　　※未経験やブランクのある方でも研修体制が充実しております。　　不

安がなくなるまで研修を実施し、仕事内容も丁寧に教えます！　※事前の施設見学・相

談も可能です。お気軽にお問い合わせください。

パート労働者
1,072円～1,072

円

13070-

09071331

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市日吉町４－３

２－６　　特養　うれしのの

里

調理補助（国分寺市）う

れしのの里

１．栄養士さんや調理師さんと一緒に医療・福祉施設で患者様・　　　利用者様にお食

事を提供するお仕事です♪　　　内容は盛付・配膳・下膳・洗浄ですが、仕込み・煮

る・焼く・　　　揚げる等調理のお手伝いもできます☆　２．食事提供時間＝勤務時間

が決まっている規則正しいお仕事です　３．働きながら調理師受験資格を取ることがで

きます。　４．未経験でも先輩がしっかりとサポートします。　５．体をよく動かすお

仕事です。　６．入社時研修あり。

正社員以外
186,840円～

207,600円
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13070-

09076831

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市日吉町４－３

２－６　　特養　うれしのの

里

調理補助（国分寺市）う

れしのの里

１．栄養士さんや調理師さんと一緒に医療・福祉施設で患者様・　　　利用者様にお食

事を提供するお仕事です♪　　　内容は盛付・配膳・下膳・洗浄ですが、仕込み・煮

る・焼く・　　　揚げる等調理のお手伝いもできます☆　２．食事提供時間＝勤務時間

が決まっている規則正しいお仕事です　３．働きながら調理師受験資格を取ることがで

きます。　４．未経験でも先輩がしっかりとサポートします。　５．体をよく動かすお

仕事です。　６．入社時研修あり。

パート労働者
1,100円～1,200

円

13070-

09216631

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市泉町２－３－

８　　介護老人保健施設　す

こやか

調理補助（国分寺市）す

こやか

１．栄養士さんや調理師さんと一緒に医療・福祉施設ご利用者様や　　　患者様へお食

事を提供します。お仕事は、盛付・配膳下前・食　　器洗浄ですが、仕込み・煮る・焼

く・揚げる等の調理のお手伝　　いも出来ます。　２．食事提供時間が決まっている規

則正しい仕事です。　３．働きながら、調理師受験資格を取ることが可能です。　４．

初めての方でもＯＫ。（入社時研修あり）　５．体をよく動かす仕事です。

正社員以外
190,300円～

207,600円

13070-

03650431

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市泉町２－３－

８　　老健　すこやか

調理補助（国分寺市）す

こやか

１．栄養士さんや調理師さんと一緒に医療・福祉施設ご利用者様や　患者様へお食事を

提供します。お仕事は、盛付・配膳下前・食器　洗浄ですが、仕込み・煮る・焼く・揚

げる等の調理のお手伝いも　出来ます。　２．食事提供時間が決まっている規則正しい

仕事です。　３．働きながら、調理師受験資格を取ることが可能です。　４．初めての

方でもＯＫ。（入社時研修あり）　５．体をよく動かす仕事です。

パート労働者
1,100円～1,300

円

13070-

03698131

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市西元町２－１

６－４０　　老健　にんじん

健康ひろば

調理補助（国分寺市）に

んじん健康ひろば

１．栄養士さんや調理師さんと一緒に医療・福祉施設ご利用者様や　　　患者様へお食

事を提供します。お仕事は、盛付・配膳下前・食　　器洗浄ですが、仕込み・煮る・焼

く・揚げる等の調理のお手伝　　いも出来ます。　２．食事提供時間が決まっている規

則正しい仕事です。　３．働きながら、調理師受験資格を取ることが可能です。　４．

初めての方でもＯＫ。（入社時研修あり）　５．体をよく動かす仕事です。

正社員以外
190,300円～

216,250円

13070-

03699031

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市西元町２－１

６－４０　　老健　にんじん

健康ひろば

調理補助（国分寺市）に

んじん健康ひろば

１．栄養士さんや調理師さんと一緒に医療・福祉施設で患者様・　　　利用者様にお食

事を提供するお仕事です♪　　　内容は盛付・配膳・下膳・洗浄ですが、仕込み・煮

る・焼く・　　　揚げる等調理のお手伝いもできます☆　２．食事提供時間＝勤務時間

が決まっている規則正しいお仕事です　３．働きながら調理師受験資格を取ることがで

きます。　４．未経験でも先輩がしっかりとサポートします。　５．体をよく動かすお

仕事です。　６．入社時研修あり。

パート労働者
1,100円～1,250

円

13070-

09116431

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市東元町２－３

－１９　　国分寺内科中央病

院

調理補助（国分寺市）国

分寺内科中央病院

１．栄養士さんや調理師さんと一緒に医療・福祉施設で患者様・　　　利用者様にお食

事を提供するお仕事です♪　　　内容は盛付・配膳・下膳・洗浄ですが、仕込み・煮

る・焼く・　　　揚げる等調理のお手伝いもできます☆　２．食事提供時間＝勤務時間

が決まっている規則正しいお仕事です　３．働きながら調理師受験資格を取ることがで

きます。　４．未経験でも先輩がしっかりとサポートします。　５．体をよく動かすお

仕事です。　６．入社時研修あり。

正社員以外
186,840円～

224,900円
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13070-

09119631

日清医療食品株式会社　

東京支店

東京都国分寺市東元町２－３

－１９　　国分寺内科中央病

院

調理補助（国分寺市）国

分寺内科中央病院

１．栄養士さんや調理師さんと一緒に医療・福祉施設で患者様・　　　利用者様にお食

事を提供するお仕事です♪　　　内容は盛付・配膳・下膳・洗浄ですが、仕込み・煮

る・焼く・　　　揚げる等調理のお手伝いもできます☆　２．食事提供時間＝勤務時間

が決まっている規則正しいお仕事です　３．働きながら調理師受験資格を取ることがで

きます。　４．未経験でも先輩がしっかりとサポートします。　５．体をよく動かすお

仕事です。　６．入社時研修あり。

パート労働者
1,080円～1,300

円

13010-

24265531
ホスフェクス株式会社

東京都国分寺市光町１－３８

－１１　医療法人社団慈恩会　

新家産婦人科医院

調理補助／国分寺市
産婦人科内厨房にて、簡単な調理及び調理補助業務を行う仕事。　　・簡単な調理、調

理補助や盛り付け　・配膳、洗い物等、食事提供に伴う作業
パート労働者

1,080円～1,100

円

13200-

01700531
株式会社　佐藤総研

東京都国分寺市西町３－１４

－７　サコージュ国分寺
調理補助／国分寺市

◎高齢者様の食事を用意する仕事です。　・盛り付け　・洗い物（食洗機を使用）　・

簡単な清掃　　＊特別な技術資格等は必要ありません。
パート労働者

1,100円～1,200

円

13200-

02123631

シダックスコントラク

トフードサービス　株

式会社

東京都国分寺市本町４－１２

－１９　国分寺女子ハイツシ

ダックス店

調理補助／国分寺女子ハ

イツ

★寮の食堂厨房での調理のお仕事です★　調理・調理補助・盛付・提供・　片付け・洗

浄等の業務を行っていただきます。　一緒に安心・安全な食事を作りましょう◎　〈食

数〉午前：２０食　午後：３３食　プロジェクトコード：ＨＷ＿３１９５ＡＰ３９１－

９７

パート労働者
1,200円～1,200

円

13200-

01662431

シダックスフードサー

ビス　株式会社

東京都国分寺市西恋ヶ窪１－

５０－１　特別養護老人ホー

ム　西恋ヶ窪にんじんホーム

シダックス店

調理補助／特別養護老人

ホーム　西恋ヶ窪にんじ

んホーム

調理師や栄養士と連携してメニューの仕込みや盛付け、調理器具　や食器の洗浄などを

行っていただきます。ご経験などに応じて簡　単な作業から始めていきますので、未経

験の方でも安心してお仕　事を始められます♪　お食事提供を通じて皆様の食生活をサ

ポートしましょう！　プロジェクトコード：ＨＷ＿１４５２ＡＰ３９１－９７

パート労働者
1,120円～1,300

円

13040-

22154731
サンリーブ株式会社

東京都港区芝浦３－１－１　

田町ステーションタワーＮ　

６Ｆ

直行直帰／サントリー製

品のルート営業／東京勤

務

サントリー製品をお取扱いのスーパー・量販店等を定期的に訪問し、サントリー製品

（清涼飲料）の企画提案や商品陳列、ディスプレイ等の販売促進活動をしていただく

ルート営業（ラウンダー）のお仕事です。　原則直行直帰（原則マイカー持込、別途ガ

ソリン代支給）で月１～２回、事業所等でミーティングを行います。　※既存店を担当

して頂きますので、新規開拓営業ではありません。　※未経験の方も大歓迎。研修制度

がしっかりしているので、イチから丁寧に教えます。　担当エリア：国分寺市・国立

市・多摩市・立川市およびその周辺

正社員以外
257,000円～

257,000円

13070-

16603031

株式会社東急コミュニ

ティー　人事部アメニ

ティーメイト採用課

東京都国分寺市日吉町１－１

２－１８

通勤マンション管理員／

国分寺市日吉町／午前勤

務／土日休み

未経験者大歓迎　　※マンション管理員の業務※　１．受付窓口業務（居住者・来訪者

対応、各種届出書の受付管理）　２．巡回・点検業務（建物・共用設備等の点検、照明

管球交換等）　３．立会業務（ごみ集積、共用設備等の工事・定期清掃等）　４．清掃

業務（建物内・外、ごみ置場の整理・清掃、植栽管理等）　　　【快適な暮らしのお手

伝い】　東急コミュニティーでは、お客様の一番身近な存在としてサービス　をご提供

する管理員を【アメニティーメイト】と呼んでいます。　「誰かが喜ぶ笑顔が見たい」

という気持ちで取り組んでいただける　方なら経験を問わず大歓迎です。

パート労働者
1,080円～1,080

円

13080-

03081631

株式会社　アントワー

クス

東京都国分寺市南町２－１６

－１４　名物すた丼の店　国

分寺店（当社店舗）

店長候補（調理・ホール

スタッフ）国分寺市　国

分寺店

伝説のすた丼屋／名物すた丼の店の店舗運営　　業務内容　　接客・調理・店舗マネジ

メント
正社員

200,650円～

296,710円
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13080-

03161631

株式会社　アントワー

クス

東京都国分寺市北町２－１－

１　伝説のすた丼屋　国分寺

北町店（当社店舗）

店長候補（調理・ホール

スタッフ）国分寺市　国

分寺北町店

伝説のすた丼屋／名物すた丼の店の店舗運営　　業務内容　　接客・調理・店舗マネジ

メント
正社員

200,650円～

296,710円

38020-

00167831

株式会社　ＬＰＨライ

フコンサルタント

東京都国分寺市本町２丁目２

－１０　久世ビル２Ｆ　　　　

　　　　『ほけんの窓口　国

分寺駅前店』

店頭接客　ほけんの窓口

（国分寺駅前店）★急募

★

＊窓口にご来店されたお客様に対し、保険のアドバイスをしていた　だくお仕事です。　

　※通勤圏内での異動の可能性があります。　　転勤については相談に応じます。　　

※トライアル雇用併用求人　　　※試用期間中の固定時間外手当については、　　　　　

　　　　　　　　求人に関する特記事項参照下さい。　　　　　　　　　＊＊＊≪　急　

募　≫＊＊＊

正社員
158,000円～

158,000円

13150-

02388931

オーケー株式会社　国

分寺店

東京都国分寺市本多２－３－

１

店舗スタッフ：アルバイ

ト

＜主な仕事＞　・精肉、水産、青果、総菜／寿司、ベーカリー　　・お仕事は、上記の

各部門のいずれかを希望して頂きます。　　※作業内容は、部門、就業時間により異な

ります。　　※土日両日勤務できない方は、ご相談ください。

パート労働者
1,091円～1,091

円

13150-

02387631

オーケー株式会社　国

分寺店

東京都国分寺市本多２－３－

１
店舗スタッフ：パート

＜主な仕事＞　・精肉、水産、青果、総菜／寿司、ベーカリー　　・お仕事は、上記の

各部門のいずれかを希望して頂きます。　　※作業内容は、部門、就業時間により異な

ります。　　※土日両日勤務できない方は、ご相談ください。

パート労働者
1,091円～1,091

円

23020-

00384631

アート・ホーム　株式

会社

東京都国分寺市並木町１丁目

１９―３　　　　　　　　　　

　　　コメダ珈排店　国分寺

店

店舗の運営・調理・接客

（店長候補）／国分寺市

接客業務・調理業務を本部研修後、店舗にて勤務していただきます。　シフト管理・売

上報告・食材管理など、店舗運営業務も徐々にお任せしていきます。
正社員

190,122円～

235,717円

13150-

00966831

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６

店舗運営（ハローマン）

部門スタッフ

＊食品スーパー店舗運営（ハローマン）部門において、トラック誘導・電話対応・清

掃・接客業務です。　　※入社後業務に関する研修をしっかり行いますので、初めての

方でも安心してお仕事ができます。

パート労働者
1,091円～1,091

円

13150-

00964131

オーケー株式会社　西

国分寺店

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３８－６

店舗運営（検品）部門ス

タッフ

＊食品スーパー店舗運営（検品）部門において、検品・電話対応・清掃・接客業務で

す。　＊レジ応援に入っていただく場合もございます。　　※入社後業務に関する研修

をしっかり行いますので、初めての方でも安心してお仕事ができます。

パート労働者
1,091円～1,091

円

40050-

03560931
株式会社　梅の花

東京都国分寺市南町２－１７

－１　ハタヤ第１ビル１７Ｆ　

「梅の花　国分寺店」

店舗運営スタッフ（国分

寺／正社員）【在籍出

向】

○懐石料理店「梅の花」での接客や調理の仕事です　◎お客様の受付・会計・配膳など

の接客業務、簡単な調理　　●充実した研修制度が整っていますので、未経験の方でも

安心して　ご応募ください　　〈在籍出向を前提とした求人〉　　採用後は「株式会社

梅の花サービス東日本」への在籍出向となり　ます

正社員
170,000円～

270,000円

13150-

02386331

オーケー株式会社　国

分寺店

東京都国分寺市本多２－３－

１
店舗運営業務

＊ショッピングカートの片づけ、買い物カゴの整理等、簡単な業務です。　　＊入社

後、業務に関する教育研修をしっかり行いますので、初めての方でも安心して仕事がで

きます。

パート労働者
1,091円～1,091

円

13080-

12115831

ＳＯセキュリティ　株

式会社

東京都国分寺市北町１－２－

６　ダイソー東京国分寺北駅

店

店舗駐車場スタッフ（土

日祝）／国分寺市

●駐車場出入り口における誘導業務と歩行者の安全確保。　●土・日・祝のお仕事で

す。
パート労働者

1,300円～1,300

円
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13130-

01830631
株式会社　プラステ

東京都国分寺市南町３－２０

－３　ＰＬＳＴ　国分寺マル

イ店

店舗販売スタッフ（ＰＬ

ＳＴ　国分寺マルイ店）

自社ブランド「ＰＬＳＴ」の接客販売をメインに行います。　１．接客販売・コーディ

ネート提案　２．店舗作り（店舗レイアウト、ディスプレイ変更）　３．接客関連業務

（品出し、レジ、清掃、商品整理、在庫整理）　■ご来店されたお客様に対して接客販

売を中心に、レジ応対、品出　し、店内清掃などを担当いただきます。カジュアルライ

ンを中心　に、大人の生活シーンに対応した着回しのきくシンプルなアイテ　ムが多

く、上質なのに求めやすい価格設定のブランドです。　■２０代・３０代・４０代と幅

広いお客様が来店されます。　飲食・ホテル・コスメ・通信など業界未経験から就業し

ている方　も大勢います。アパレル、小物での販売職の経験者の方は、　経験・経歴に

よって優遇条件もあります。

正社員
202,800円～

219,700円

13200-

01151531
株式会社　青木屋

東京都国分寺市南町３－２０

－３　国分寺マルイ１Ｆ

店舗販売スタッフ（国分

寺マルイ店）／パートタ

イム

◎当社「国分寺マルイ店」での和洋菓子の接客販売　　　　　　　・レジ打ち、品出し

など、販売に伴う、お仕事です（軽作業）　　＊９：３０～２１：００の間の５時間程

度　＊土日祝、年末年始、ＧＷ、勤務できる方希望　＊就業日・時間についてはご相談

ください。

パート労働者
1,072円～1,200

円

13200-

01724831
株式会社　青木屋

東京都国分寺市西町４－２７

－４０

店舗販売スタッフ（国分

寺弁天通り店）／パート

タイム

◎当社「国分寺マルイ店」での和洋菓子の接客販売　　　　　　　・レジ打ち、品出し

など、販売に伴う、お仕事です（軽作業）　　＊９：３０～２１：００の間の５時間程

度　＊土日祝、年末年始、ＧＷ、勤務できる方希望　＊就業日・時間についてはご相談

ください。

パート労働者
1,072円～1,200

円

13150-

07032931
株式会社　電工舎

東京都国分寺市西恋ヶ窪３－

１２－８
電気工事士

＊電気工事に係る一切の業務に従事します。　＊公共施設（図書館、学校等）における

屋内電気配線工事が中心ですが、戸建の電気配線工事も行います。　　　＊仮設電気工

事も行っております。　　＊男女とも可

正社員
231,000円～

231,000円

13010-

28259331

株式会社　暉技術　東

京支店

所沢市・国分寺市　各建設現

場

電気施工管理／所沢市・

国分寺市／直行直帰

官公庁及び民間発注の建築物（マンション・オフィスビル・倉庫・学校・病院等）の施

工管理業務及び補助。　　※現場経験者優遇
正社員

200,000円～

340,000円

13040-

30264831

日本フィールド・エン

ジニアリング　株式会

社

東京都国分寺市西町５－３１

－２　多摩支社

電気通信設備エンジニ

ア・通信ネットワークエ

ンジニア／多摩

◆通信設備のネットワーク・無線ＬＡＮ・インターネット等のケー　ブルを広範囲に設

置し、機器の取付や試験、調整、切替工事など　◆携帯電話等のモバイル通信網におい

て、無線設備・アンテナや付　随する装置等の建設工事ならびにメンテナンス作業　◆

電力会社が電力安定供給の為に使用する通信ネットワークや通信　会社が提供している

回線のネットワーク構築に必要な通信線路の　測量、調査、設計、工事

正社員
214,000円～

305,000円

13150-

05683731

株式会社　セット設計

事務所

東京都国分寺市本町２－１６

－４

都市計画コンサルタン

ト：正社員（大卒２年程

度、未経験可）

・まちづくりに係わる調査、計画、検討業務　・公共団体が発注する都市計画に関する

支援業務　・土地区画整理事業に関するコンサルタント業務　・集合住宅の建て替え支

援業務　　※大卒２年程度まで、未経験者可。　　＊給与額は能力・経験等を勘案の上

決定させて頂きます。　＊諸手当支給の場合、月２５万円～４５万円となります。　　

※単身寮につきましては、３０歳未満が対象となります。

正社員
213,000円～

350,000円

13150-

05682431

株式会社　セット設計

事務所

東京都国分寺市本町２－１６

－４

都市計画コンサルタン

ト：正社員（要経験）

・まちづくりに係わる調査、計画、検討業務　・公共団体が発注する都市計画に関する

支援業務　・土地区画整理事業に関するコンサルタント業務　・集合住宅の建て替え支

援業務　　＊実務経験のある方を求めます。　　＊給与額は能力・経験等を勘案の上決

定させて頂きます。　＊諸手当支給の場合、月２５万円～４５万円となります。　　※

単身寮につきましては、３０歳未満が対象となります。

正社員
213,000円～

350,000円

61 / 80 ページ



求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13010-

28262831

株式会社　暉技術　東

京支店

所沢市・国分寺市　各建設現

場

土木施工管理／所沢市・

国分寺市／直行直帰

国土交通省・ＮＥＸＣＯ・各自治体・民間等より発注される工事の施工管理業務及び補

助。　　※現場経験者優遇
正社員

200,000円～

340,000円

13150-

05687131

株式会社　セット設計

事務所

東京都国分寺市本町２－１６

－４

土木設計技術者（開発許

認可申請に伴う土木全般

資格・普免）

ニュータウン造成、霊園、ゴルフ場、マンション等の開発許認可申請業務。　　＊給与

額は能力・経験等を勘案の上決定させて頂きます。　＊諸手当支給の場合、月２５万円

～４５万円となります。　　　　※単身寮につきましては、３０歳未満が対象となりま

す。

正社員以外
213,000円～

350,000円

13150-

05686931

株式会社　セット設計

事務所

東京都国分寺市本町２－１６

－４

土木設計技術者（上下水

道設計技術者・要資格・

経験・普免）

公共工事に伴う上下水道の設計業務　　＊給与額は能力・経験等を勘案の上決定させて

頂きます。　＊諸手当支給の場合、月２５万円～４５万円となります。　　　※単身寮

につきましては、３０歳未満が対象となります。

正社員以外
213,000円～

350,000円

13170-

08364131

富士フイルムＶＥＴシ

ステムズ　株式会社

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

４９－１８　「先進検査セン

ター」

動物医療の検体検査業務

／国分寺市

■大学や研究機関、動物病院からお預かりした検体の分析、結果報告を行います。（内

分泌検査／免疫学検査／血液学検査／血中薬物検査／生化学検査／尿検査／結石分析／

感染症検査／エキゾチック関連検査／微生物検査／形態学検査／ケーナインラボ外注検

査）　【使用機器名】　生化学分析機器ＢｉｏＭａｊｅｓｔｙシリーズ・総合血液学検

査装置ＡＤＶＩＡ２１２０ｉ・セルタック・免疫学自動分析装置　【当社について】　

主に小動物（犬猫やウサギ等）の検体検査を受託しております。動物医療機関から集め

られた検体は、国内１０か所のラボで迅速に検査を行い、質の高い検査結果を報告して

います。

正社員
220,000円～

280,000円

11050-

00498431

株式会社　ファインケ

ア

東京都国分寺市北町一丁目１

－３　エスポワール北町１階　

　リハデイボナール国分寺　

通所介護事業所

特別契約社員・介護職員

／国分寺市北町

「介護」　　リハビリ活動アシスタント・介護の業務です。　　リハビリ特化型のデイ

サービスです。　主な業務は、ご利用者様の送迎（車で自宅～事業所間）、フロアーで

の移動介助、リハビリ活動アシスタントを行って頂きます。　食事・入浴介助はありま

せん。

正社員以外
203,460円～

203,460円

13140-

04631831
株式会社　エイト

東京都国分寺市本町２丁目１　

国分寺駅周辺

二輪違反駐車巡回・監視

業務（国分寺駅周辺）

＊自転車・バイクの違反駐車の見回りと監視など。　　・国分寺駅周辺（北口・南口）　

　※未経験者の方、大歓迎！
パート労働者

1,080円～1,080

円

13010-

19160331

株式会社　やまねメ

ディカル

東京都国分寺市戸倉２ー３

０ー１５　かがやきデイサー

ビス国立（自社施設）

日勤のみの看護師／かが

やきデイサービス国立

デイサービスでの一般看護業務　　・バイタルチェック　・服薬管理　・機能訓練業務　

　※夜勤のない日中だけのお仕事です。　※注射・点滴業務はありません。
パート労働者

1,570円～1,670

円

13150-

06711031
学校法人　そだちの園

東京都国分寺市本町４丁目１

３－７　北田ビル２階　さか

のうえ　ふれあいえん国分寺

駅前

乳児保育施設の看護師

【国分寺駅徒歩３分・土

曜やすみ】

２０１９年４月にオープンした国分寺駅から徒歩３分の場所にある乳児保育施設でのお

仕事です。幼稚園の連携施設の企業主導型保育で、配置基準よりも多く保育士を配置

し、「ゆとりある保育環境」を目指しています。　登園後に体調を崩した園児の対応

や、普段の健康管理を担当していただきます。看護師は、保育の配置人数に含んでいま

せんので、ゆとりをもって仕事できるはずです。　土日は原則として、おやすみです。

８時２０分出勤１６時２０分退勤の３日を原則としますが、１週間あたり２０時間の勤

務を目安に、調整は相談に応じます。無理なく、育児や家事と両立されたい方は、まず

はご見学にいらしてください。お待ちしています。

パート労働者
1,800円～2,200

円
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13150-

03824031
学校法人　そだちの園

東京都国分寺市本町４丁目１

３－７　北田ビル２階　さか

のうえ　ふれあいえん国分寺

駅前

乳児保育施設の看護師

【国分寺駅徒歩３分・土

曜やすみ】

２０１９年４月にオープンした国分寺駅から徒歩３分の場所にある乳児保育施設でのお

仕事です。幼稚園の連携施設の企業主導型保育です。配置基準よりも多く保育士を配置

し、「ゆとりある保育環境」を目指しています。　登園後に体調を崩した園児の対応

や、普段の健康管理を担当していただきます。看護師は、保育の配置人数に含んでいま

せんので、ゆとりをもって仕事できるはずです。　土日は原則として、おやすみです。

１日８時間（９時間拘束）です。休職代替のため、３ヶ月更新とさせていただきます。　

無理なく、育児や家事と両立されたい方は、まずはご見学にいらしてください。お待ち

しています。

正社員
270,000円～

320,000円

13150-

06900931
学校法人　そだちの園

東京都国分寺市本町４丁目１

３－７　北田ビル２階　さか

のうえ　ふれあいえん国分寺

駅前

乳児保育施設の早番保育

士【国分寺駅徒歩３分】

２０１９年４月にオープンした国分寺駅から徒歩３分の場所に　ある乳児保育施設での

お仕事です。幼稚園の連携施設の　企業主導型保育です。配置基準よりも多く保育士を

配置し、　「ゆとりある保育環境」を目指しています。　開園時間の７時２０分から、

保育を担当してもらえる方を探し　ています。退勤時間は、１３時２０分を基本としま

すが、相談に　応じます。勤務日数は週３日以上を基本とし、土曜日は　おやすみで

す。週３日の場合は勤務時間によって扶養内　勤務が可能です。また、週５日勤務の場

合は社会保険への　加入が可能です。　無理なく、育児や家事と両立されたい方は、ま

ずはご見学　にいらしてください。お待ちしています。

パート労働者
1,200円～1,700

円

13150-

06709331
学校法人　そだちの園

東京都国分寺市本町４丁目１

３－７　北田ビル２階　さか

のうえ　ふれあいえん国分寺

駅前

乳児保育施設の遅番保育

士【国分寺駅徒歩３分・

土曜やすみ】

２０１９年４月にオープンした国分寺駅から徒歩３分の場所にある乳児保育施設でのお

仕事です。幼稚園の連携施設の企業主導型保育です。配置基準よりも多く保育士を配置

し、「ゆとりある保育環境」を目指しています。　閉園時間の１８時２０分までの間を

担当してもらえる方を探しています。出勤時間は、１２時２０分を基本としますが、相

談に応じます。勤務日数は週３日以上を基本とし、土曜日はおやすみです。週３日の場

合は勤務時間によって扶養内勤務が可能ですし、週５日勤務の場合は社会保険への加入

が可能です。

パート労働者
1,200円～1,700

円

13150-

06710131
学校法人　そだちの園

東京都国分寺市本町４丁目１

３－７　北田ビル２階　さか

のうえ　ふれあいえん国分寺

駅前

乳児保育施設の保育士

【国分寺駅徒歩３分・土

曜日やすみ】

２０１９年４月にオープンした国分寺駅から徒歩３分の場所にある乳児保育施設でのお

仕事です。幼稚園の連携施設の企業主導型保育です。配置基準よりも多く保育士を配置

し、「ゆとりある保育環境」を目指しています。　開園時間は７：２０から１８：２０

です。シフトは３種類で、７：２０、８：２０、９：２０出勤で、それぞれ８時間勤

務、９時間拘束です。土曜日はおやすみで、残業はほとんどありません。７時２０分出

勤または１８時２０分退勤のいずれかの場合、固定シフトや時短勤務も可能です。

正社員
209,000円～

240,000円

13150-

01969531

学校法人　みふじひか

りの丘学園　みふじ幼

稚園

東京都国分寺市光町１－５－

２
年少組副担任

・年少組の副担任として担任の補助等　・送迎バスの添乗あり　・ピアノの伴奏　・

カード・プログラム等制作有り
正社員

160,000円～

162,000円

13080-

15032931
株式会社　三浦屋

東京都国分寺市西恋ケ窪１丁

目３１－４　　株式会社　三

浦屋　国分寺営業所

配送スタッフ／西国分寺

駅徒歩７分

学校、病院等の集団給食に食材を卸す会社です。　幼稚園・小学校・中学校・高校へ仕

分された食材を配達するお仕事です。　学校給食が主な得意先となります。　夏休み、

冬休みがしっかり取れます。

パート労働者
1,400円～1,400

円
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13080-

03382831
株式会社　三浦屋

東京都国分寺市西恋ケ窪１丁

目３１－４　　株式会社　三

浦屋　国分寺営業所

配送兼営業スタッフ／国

分寺

・学校、病院等の集団給食に食材を卸す会社です。　・幼稚園・小学校・中学校・高校

へ仕分された食材の配達及び営業　をするお仕事です。　・学校給食が主な得意先とな

ります。　・ルート営業として注文受付と簡単な商品紹介を行います。

正社員
200,000円～

280,000円

13080-

08174931
株式会社　やまと

東京都国分寺市南町３－２０

－３　セレオ国分寺　４階　

きものやまと　セレオ国分寺

店

販売　きものやまとセレ

オ国分寺店

〇きものの接客販売　〇賞与年２回・昇給年１回・各種保険完備・社員登用制度　〇年

間休日１３２日　〇きもの貸与制度（着物・帯・小物）　〇マンツーマン制度　〇交通

費支給（車通勤要相談）　　入社される９割の方が、きもの未経験からチャレンジされ

ています。　研修制度を活かして、新しいスキルを身に付けながら働くことが出来ます

☆彡

正社員以外
171,600円～

171,600円

39010-

06269731
（株）キタムラ

東京都国分寺市南町３丁目２

０－３　セレオ国分寺５階　　

【４５３４】

販売スタッフ（カメラの

キタムラ国分寺／セレオ

国分寺店）

☆全国展開しているカメラのキタムラでのお仕事です☆　　（１）写真プリントの案

内・販売　（２）レジ業務や品出し　（３）その他店内付帯業務　　※未経験者歓迎　

※親切・丁寧にお教え致しますので、ご安心ください　※詳細は応募の際に必ずご確認

ください　※スタジオマリオ併設店の場合、写真のお渡しや、撮影の受付、　　検品等

もお任せします。

パート労働者
1,100円～1,100

円

12080-

02830931

株式会社　マツモトキ

ヨシ

東京都国分寺市南町３丁目２

０番３号

販売スタッフ／マツモト

キヨシ　セレオ国分寺店

接客、レジ、品出し、商品の補充、清掃などを担当します。お客様に商品の場所などを

尋ねられることも多いので、まずは商品名と商品の置いてある場所を覚える事から始め

ましょう。顔なじみのお客様が増えて、自然と挨拶ができるようになると、仕事がさら

に楽しくなりますよ。

パート労働者
1,072円～1,072

円

13070-

15574531
株式会社ルピシア

東京都国分寺市南町３－２０

－３　国分寺マルイ　まるい

食遊館　１Ｆ

販売スタッフ／国分寺

ショップ

世界のお茶専門店「ルピシア」でのお茶等の販売、接客、　その他付随業務　　◆お茶

の知識は、研修や試飲等でしっかり学べます　◆季節に合わせた「ディスプレイ」も大

切な仕事の一つです　◆シフト管理や商品の受発注・在庫管理、スタッフ教育にも携

わっていただきます

正社員
218,000円～

300,000円

13070-

15941231
株式会社ルピシア

東京都国分寺市南町３－２０

－３　　国分寺マルイ　まる

い食遊館　１Ｆ

販売スタッフ／国分寺

ショップ

世界のお茶専門店「ルピシア」でのお茶等の販売、接客、　その他付随業務　　◆未経

験の方もご安心ください。お茶の知識は試飲しながら　　学べます。　◆季節に合わせ

た「ディスプレイ」大切な仕事の一つです。

パート労働者
1,060円～1,060

円

13120-

04292631
株式会社　石国

東京都国分寺市南町３－２０

－３　国分寺マルイ店５階　

ウォッチェルト１４９２ｂｙ

石國商店　国分寺マルイ店

（当社店舗）

販売員／国分寺マルイ店

入社後直ぐの業務　・時計ベルト販売、交換作業・時計関連商品の販売　・時計修理の

受付、お渡し案内・腕時計及びクロック販売　慣れてきたら　・在庫管理業務・営業管

理業務・その他付随する業務　・時計電池交換等軽修理　※時計ベルトの細かい交換作

業があります。視力及び　長時間の立ち作業により体力を必要とします。　　※在庫管

理及び営業管理、その他付随する業務では　主にパソコンを使用します。

正社員
155,000円～

163,000円

13120-

03157231
株式会社　石国

東京都国分寺市南町３－２０

－３　国分寺マルイ店５階　

ウォッチェルト１４９２ｂｙ

石國商店　国分寺マルイ店

（当社店舗）

販売員／国分寺マルイ店

（要経験）

入社後直ぐの業務　・時計ベルト販売、交換作業・時計関連商品の販売　・時計修理の

受付、お渡し案内・腕時計及びクロック販売　慣れてきたら　・在庫管理業務・営業管

理業務・その他付随する業務　・時計電池交換等軽修理　※時計ベルトの細かい交換作

業があります。視力及び　長時間の立ち作業により体力を必要とします。　　※在庫管

理及び営業管理、その他付随する業務では　主にパソコンを使用します。

正社員
162,000円～

185,000円
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13010-

11313031

株式会社　ケア２１　

東京本社

東京都国分寺市本町４－７－

５　サンプラザビル２階　

「ケア２１　国分寺」（当社

施設）

非常勤ヘルパー（国分

寺）

訪問介護サービスの提供　・生活援助：掃除、買い物、調理等　・身体介護：入浴介

助、排泄介助、食事介助等　＊自転車を利用　＊利用者様の自宅に訪問します
パート労働者

1,669円～2,120

円

13070-

15937631

キュービーネット株式

会社

東京都国分寺市本町３ー１ー

１　ミーツ国分寺３Ｆ

美容師（ＱＢハウス　

ミーツ国分寺店）

ヘアカット専門店ＱＢハウスにおけるカット及び接客。　　ブランクのある方や技術向

上を希望される方のためにトレーニング制度が充実。　　希望休（月３日）取得できる

ため、プライベートとの両立も可能です。　　＊カット経験者大歓迎

正社員
225,000円～

290,000円

14150-

05613431
株式会社ハクブン

東京都国分寺市泉町２－９－

３　【西国分寺店】

美容師・スタイリスト／

西国分寺店

・カット・カラー・パーマの施術　　＊ブランクのある方も歓迎。自分のペースで安心

して　　スタイリストになれます。　＊１０代から７０代まで幅広い年齢の社員が活躍

しています　＊就業時間は前後することがあります。　　※雇用期間は最初６ヶ月、そ

の後１年毎の契約となります。　　４年半後期間の定めなしになります。

正社員以外
220,000円～

400,000円

14150-

05607631
株式会社ハクブン

東京都国分寺市東恋ケ窪５－

６－３　恋ヶ窪ショッピング

センター内　（東京恋ヶ窪

店）

美容師・スタイリスト／

東京恋ヶ窪店

・カット・カラー・パーマの施術　　＊ブランクのある方も歓迎。自分のペースで安心

して　　スタイリストになれます。　＊１０代から７０代まで幅広い年齢の社員が活躍

しています　＊就業時間は前後することがあります。　　※雇用期間は最初６ヶ月、そ

の後１年毎の契約となります。　　４年半後期間の定めなしになります。

正社員以外
220,000円～

400,000円

14150-

01826431
株式会社ハクブン

東京恋ヶ窪店／東京都国分寺

市東恋ケ窪５－６－３　恋ヶ

窪ショッピングセンター内

美容師・スタイリスト

【東京恋ヶ窪店】

カット・カラー・パーマの施術　　　　　　　　　　　　◆ブランクや年齢を気にされ

ている方、子育て中の方も大歓迎です。　　週１日、３ｈ～の勤務可　　研修もあるの

で無理なく復職も可能です。　　※雇用期間は最初６ヶ月、その後１年毎の契約となり

ます。　　４年半後期間の定め無しになります。

パート労働者
1,200円～1,600

円

13080-

16298131
株式会社　Ｄａｓｈ

東京都国分寺市西恋ケ窪１－

３６－３　住まいるプラザ１

Ｆ　当社　美容室　アトリエ

プレゼンツ西国分寺店

美容室一般業務／国分寺

市
一般美容業務　　カット　　パーマ　　カラー他 正社員

250,000円～

400,000円

13080-

21460831

住友不動産販売株式会

社

東京都国分寺市本町３－１０

－１９　ラピスラズリ１階　

当社「国分寺営業センター」

不動産営業／国分寺・武

蔵野・小金井市／売買仲

介業務

★反響営業【宅建資格が活かせるお仕事です】　　平均年収９００万円。年収８００万

円以上が５０％超。　　正社員としてご希望エリアで働くことができます。　・当社は

お客様に寄り添う一貫体制が特徴。　　一貫体制だからこそ成長できる環境です。　・

お客様からの「ありがとう」が「やりがい」になり、　　それが自分自身の成果となる

お仕事です。　・不動産営業経験者・宅建資格保有者が活躍できるのは勿論、　　未経

験の方でも当社で経験を積まれて活躍中です。　（当該業務未経験の方は最長６か月の

指導員制度があります）　※【経験者で前職年収と乖離がある場合、応相談】

正社員
177,500円～

340,000円

13070-

08945431

株式会社クラフト・ヒ

ロ

東京都国分寺市南町３丁目２

０－３　国分寺マルイ３階

婦人服販売・接客・在庫

管理／国分寺市

・鎌倉に本店を構える、ニットウエアを中心としたミセス向きの婦人服、ファッション

雑貨の接客・販売のお仕事です。　　・カラフルな色が特徴のセーターやカーディガン

は染めから行い、刺繍や手編みなど、手仕事を大切にした商品を取り扱っているショッ

プです。　　・接客・販売・レジ業務・在庫管理等

パート労働者
1,100円～1,200

円
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13010-

05990531

株式会社　ＪＦＤアド

バンスサーベイ

東京都国分寺市東元町１－３

５－１９　　　ヴェストヴェ

ルテ１１０号室　　当社　西

東京事務所

敷地調査【測量・役所調

査など】／国分寺市

ＪＦＤアドバンスサーベイの敷地調査業務は測量の新しい形を取り　入れ、業界未経験

の方でも安心してチャレンジできる環境です。　３Ｄスキャナーやドローン等の最新機

器を使用し、従来の平面的な　図面だけではなく、３次元のデータ作成も行っていただ

きます。　今まで測量の経験が無くても、ドローンの操縦や３Ｄデータ加工、　ＶＲ空

間に興味のある方に向いた業務内容です。　未経験からＪＦＤに入社して活躍している

先輩が丁寧に指導をする　のでサポート体制は万全です。一緒に新しい技術を学びま

しょう。

正社員
180,000円～

180,000円

13150-

05501531

株式会社アールアンド

シー

東京都国分寺市本多１丁目１

番２０号ビュー国分寺１階　

福祉用具事業所トラスト

福祉用具専門相談員

福祉用具のレンタル、特定福祉用具の販売サービスのお仕事です　☆令和３年６月１日

よりスタートした事業所です　☆利用者様に対し関係各社と連携し、万全のサポートを

します　☆社員一人一人の個性を大切にし利用者様の満足がチームの目標　です　☆定

期的なミーテイング、新しい商品知識勉強会を実施して　います　＜お仕事の内容＞　

１地域包括支援センター、ケアマネジャーとの関係構築　２福祉用具専門相談員の業務

（用具の選定、利用計画作成、　契約、福祉用具納品、取扱説明、モニタリング）

正社員
250,000円～

270,000円

13150-

05921531
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町二丁目

５ー２７　ヴィラまなびの森

保育園

保育サポートスタッフ：

ヴィラまなびの森保育園

〇未経験・無資格大歓迎！〇　保育サポートスタッフ募集！！週２日～ＯＫ！　こども

の森では、日々の保育を大切に　「見守る保育」を実施しています。　保育補助のお仕

事は、子どもたちの遊びや着替えの補助、給食の配膳等、保育士の先生と一緒に子ども

達と関わる色々なお手伝いをお願いしています。　子どもが大好きな方、先生のお仕事

に興味があった方も大歓迎です。

パート労働者
1,080円～1,130

円

11010-

03429331

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市西元町２－７

－９　にしこくワンダーラン

ド保育園

保育サポートスタッフ：

にしこくワンダーランド

保育園

〇未経験・無資格大歓迎！〇　保育サポートスタッフ募集！！週２日～ＯＫ！　こども

の森では、日々の保育を大切に「見守る保育」を実施しています。　保育補助のお仕事

は、こども達の遊びや着替えの補助、給食の配膳等保育士の先生と一緒に、子どもたち

と関わる色々なお手伝いをお願いしています。　こどもが大好きな方、先生のお仕事に

興味がある方も大歓迎です。

パート労働者
1,080円～1,130

円

13150-

03479831
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町４－２２

－９　　ぶんじっこ保育園

保育サポートスタッフ：

ぶんじっこ保育園（国分

寺市）

〇未経験・無資格大歓迎！〇　保育サポートスタッフ募集！！週２日～ＯＫ！　こども

の森では、日々の保育を大切に　「見守る保育」を実施しています。　保育補助のお仕

事は、子どもたちの遊びや着替えの補助、給食の配膳等、保育士の先生と一緒に子ども

達と関わる色々なお手伝いをお願いしています。　子どもが大好きな方、先生のお仕事

に興味があった方も大歓迎です。

パート労働者
1,080円～1,130

円

13150-

03480431
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市戸倉１－８－

４３　１階　　ぶんじっこ保

育園分園

保育サポートスタッフ：

ぶんじっこ保育園分園

（国分寺市）

〇未経験・無資格大歓迎！〇　保育サポートスタッフ募集！！週２日～ＯＫ！　こども

の森では、日々の保育を大切に　「見守る保育」を実施しています。　保育補助のお仕

事は、子どもたちの遊びや着替えの補助、給食の配膳等、保育士の先生と一緒に子ども

達と関わる色々なお手伝いをお願いしています。　子どもが大好きな方、先生のお仕事

に興味があった方も大歓迎です。

パート労働者
1,080円～1,130

円
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13150-

03481731
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町２－５－

１　　まなびの森保育園

保育サポートスタッフ：

まなびの森保育園（国分

寺市）

〇未経験・無資格大歓迎！〇　保育サポートスタッフ募集！！週２日～ＯＫ！　こども

の森では、日々の保育を大切に　「見守る保育」を実施しています。　保育補助のお仕

事は、子どもたちの遊びや着替えの補助、給食の配膳等、保育士の先生と一緒に子ども

達と関わる色々なお手伝いをお願いしています。　子どもが大好きな方、先生のお仕事

に興味があった方も大歓迎です。

パート労働者
1,080円～1,130

円

13150-

03491631
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市東元町３－１

４－２　　まなびの森保育園

国分寺

保育サポートスタッフ：

まなびの森保育園国分寺

〇未経験・無資格大歓迎！〇　保育サポートスタッフ募集！！週２日～ＯＫ！　こども

の森では、日々の保育を大切に　「見守る保育」を実施しています。　保育補助のお仕

事は、子どもたちの遊びや着替えの補助、給食の配膳等、保育士の先生と一緒に子ども

達と関わる色々なお手伝いをお願いしています。　子どもが大好きな方、先生のお仕事

に興味があった方も大歓迎です

パート労働者
1,080円～1,130

円

13150-

03493131
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町３－１１

－１　第８千代鶴ビル３階　　

国分寺プチ・クレイシュ

保育サポートスタッフ：

国分寺プチ・クレイシュ

（国分寺市）

〇未経験・無資格大歓迎！〇　保育サポートスタッフ募集！！週２日～ＯＫ！　こども

の森では、日々の保育を大切に　「見守る保育」を実施しています。　保育補助のお仕

事は、子どもたちの遊びや着替えの補助、給食の配膳等、保育士の先生と一緒に子ども

達と関わる色々なお手伝いをお願いしています。　子どもが大好きな方、先生のお仕事

に興味があった方も大歓迎です。

パート労働者
1,080円～1,130

円

13150-

03495831
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市西恋ケ窪２－

１２－１２　西国分寺プチ・

クレイシュ

保育サポートスタッフ：

西国分寺プチ・クレイ

シュ（国分寺市

〇未経験・無資格大歓迎！〇　保育サポートスタッフ募集！！週２日～ＯＫ！　こども

の森では、日々の保育を大切に　「見守る保育」を実施しています。　保育補助のお仕

事は、子どもたちの遊びや着替えの補助、給食の配膳等、保育士の先生と一緒に子ども

達と関わる色々なお手伝いをお願いしています。　子どもが大好きな方、先生のお仕事

に興味があった方も大歓迎です。

パート労働者
1,080円～1,130

円

11010-

03435431

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市南町３－１１

－７　保育園ピコ国分寺

保育サポートスタッフ：

保育園ピコ国分寺

〇未経験・無資格大歓迎！〇　保育サポートスタッフ募集！！週２日～ＯＫ！　こども

の森では、日々の保育を大切に「見守る保育」を実施しています。　保育補助のお仕事

は、こども達の遊びや着替えの補助、給食の配膳等保育士の先生と一緒に、子どもたち

と関わる色々なお手伝いをお願いしています。　こどもが大好きな方、先生のお仕事に

興味がある方も大歓迎です。

パート労働者
1,080円～1,130

円

13150-

06631031
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町二丁目

５ー２７　ヴィラまなびの森

保育園

保育スタッフ・看護ス

タッフ：ヴィラまなびの

森保育園

〇未経験大歓迎！〇週２日～ＯＫ！　☆保育スタッフ・看護スタッフ募集☆　こどもの

森ではアットホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００

施設運営しています。子どもたち一人ひとりに寄り添った「見守る保育」と、子どもた

ちにとって「第のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。　保

育士資格、正看護師免許を持っていなくても活躍できる場所があります！　経験や免許

を活かして、一緒に保育園で働きませんか？

パート労働者
1,080円～1,170

円

11010-

03432831

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市西元町２－７

－９　にしこくワンダーラン

ド保育園

保育スタッフ・看護ス

タッフ：にしこくワン

ダーランド保育園

〇未経験大歓迎！〇週２日～ＯＫ！　☆保育スタッフ・看護スタッフ募集☆　こどもの

森ではアットホームな小規模園から大規模園まで様々な種　類の施設を首都圏に約２０

０施設運営しています。子どもたち一人　ひとりに寄り添った「見守る保育」と、子ど

もたちにとって「第の　おうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしていま

す。　保育士資格、正看護師免許を持っていなくても活躍できる場所があ　ります！　

経験や免許を活かして、一緒に保育園で働きませんか？

パート労働者
1,080円～1,170

円
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13150-

06612631
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町４－２２

－９　ぶんじっこ保育園

保育スタッフ・看護ス

タッフ：ぶんじっこ保育

園

〇未経験大歓迎！〇週２日～ＯＫ！　☆保育スタッフ・看護スタッフ募集☆　こどもの

森ではアットホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００

施設運営しています。子どもたち一人ひとりに寄り添った「見守る保育」と、子どもた

ちにとって「第のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。　保

育士資格、正看護師免許を持っていなくても活躍できる場所があります！　経験や免許

を活かして、一緒に保育園で働きませんか？

パート労働者
1,080円～1,170

円

13150-

06613931
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市戸倉１－８－

４３　１階　ぶんじっこ保育

園分園

保育スタッフ・看護ス

タッフ：ぶんじっこ保育

園分園

〇未経験大歓迎！〇週２日～ＯＫ！　☆保育スタッフ・看護スタッフ募集☆　こどもの

森ではアットホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００

施設運営しています。子どもたち一人ひとりに寄り添った「見守る保育」と、子どもた

ちにとって「第のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。　保

育士資格、正看護師免許を持っていなくても活躍できる場所があります！　経験や免許

を活かして、一緒に保育園で働きませんか？

パート労働者
1,080円～1,170

円

13150-

06615031
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町２－５－

１　まなびの森保育園

保育スタッフ・看護ス

タッフ：まなびの森保育

園

〇未経験大歓迎！〇週２日～ＯＫ！　☆保育スタッフ・看護スタッフ募集☆　こどもの

森ではアットホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００

施設運営しています。子どもたち一人ひとりに寄り添った「見守る保育」と、子どもた

ちにとって「第のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。　保

育士資格、正看護師免許を持っていなくても活躍できる場所があります！　経験や免許

を活かして、一緒に保育園で働きませんか？

パート労働者
1,080円～1,170

円

13150-

06626531
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市東元町３－１

４－２　まなびの森保育園国

分寺

保育スタッフ・看護ス

タッフ：まなびの森保育

園国分寺

〇未経験大歓迎！〇週２日～ＯＫ！　☆保育スタッフ・看護スタッフ募集☆　こどもの

森ではアットホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００

施設運営しています。子どもたち一人ひとりに寄り添った「見守る保育」と、子どもた

ちにとって「第のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。　保

育士資格、正看護師免許を持っていなくても活躍できる場所があります！　経験や免許

を活かして、一緒に保育園で働きませんか？

パート労働者
1,080円～1,170

円

13150-

06628731
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町３－１１

－１　第８千代鶴ビル３階　

国分寺プチ・クレイシュ

保育スタッフ・看護ス

タッフ：国分寺プチ・ク

レイシュ

〇未経験大歓迎！〇週２日～ＯＫ！　☆保育スタッフ・看護スタッフ募集☆　こどもの

森ではアットホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００

施設運営しています。子どもたち一人ひとりに寄り添った「見守る保育」と、子どもた

ちにとって「第のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。　保

育士資格、正看護師免許を持っていなくても活躍できる場所があります！　経験や免許

を活かして、一緒に保育園で働きませんか？

パート労働者
1,080円～1,170

円

13150-

06629331
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市西恋ケ窪２－

１２－１２　西国分寺プチ・

クレイシュ

保育スタッフ・看護ス

タッフ：西国分寺プチ・

クレイシュ

〇未経験大歓迎！〇週２日～ＯＫ！　☆保育スタッフ・看護スタッフ募集☆　こどもの

森ではアットホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００

施設運営しています。子どもたち一人ひとりに寄り添った「見守る保育」と、子どもた

ちにとって「第のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。　保

育士資格、正看護師免許を持っていなくても活躍できる場所があります！　経験や免許

を活かして、一緒に保育園で働きませんか？

パート労働者
1,080円～1,170

円
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11010-

03437331

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市南町３－１１

－７　保育園ピコ国分寺

保育スタッフ・看護ス

タッフ：保育園ピコ国分

寺

〇未経験大歓迎！〇週２日～ＯＫ！　☆保育スタッフ・看護スタッフ募集☆　こどもの

森ではアットホームな小規模園から大規模園まで様々な種　類の施設を首都圏に約２０

０施設運営しています。子どもたち一人　ひとりに寄り添った「見守る保育」と、子ど

もたちにとって「第の　おうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしていま

す。　保育士資格、正看護師免許を持っていなくても活躍できる場所があ　ります！　

経験や免許を活かして、一緒に保育園で働きませんか？

パート労働者
1,080円～1,170

円

13150-

03536531
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町二丁目

５ー２７　　ヴィラまなびの

森保育園

保育園の調理スタッフ：

ヴィラまなびの森保育園

〇調理（給食）パートさん募集！〇　　　　　　　　　　子どもたちの成長の源！栄養

バランスのとれた給食をお願い致します。　栄養士が考えた献立をもとに、給食の調

理・配膳準備、子ども達が使用したお皿の洗浄など、調理業務全般に関わって下さい。　

「おいしかったよ！」の言葉と笑顔を見ることができる、やりがいのある仕事です。　

無資格・未経験・主婦（夫）の方、大歓迎です！

パート労働者
1,080円～1,200

円

11010-

03522431

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市西元町２－７

－９　　にしこくワンダーラ

ンド保育園

保育園の調理スタッフ：

にしこくワンダーランド

保育園

○調理（給食）パートさん募集！○　子どもたちの成長の源！　栄養バランスのとれた

給食をお願い致します。　栄養士が考えた献立をもとに、給食の調理・配膳準備、子ど

もたちが使用したお皿の洗浄など、調理業務全般に関わって下さい。　「おいしかった

よ！」の言葉と笑顔を見ることができる、やりがいのある仕事です。　無資格・未経

験・主婦（夫）の方、大歓迎です！

パート労働者
1,080円～1,200

円

13150-

05935131
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町４－２２

－９　ぶんじっこ保育園

保育園の調理スタッフ：

ぶんじっこ保育園（国分

寺市）

〇調理（給食）パートさん募集！〇　　　　　　　　　　子どもたちの成長の源！　栄

養バランスのとれた給食をお願い致します。　栄養士が考えた献立をもとに、給食の調

理・配膳準備、子ども達が　使用したお皿の洗浄など、調理業務全般に関わって下さ

い。　「おいしかったよ！」の言葉と笑顔を見ることができる、やりがい　のある仕事

です。　無資格・未経験・主婦（夫）の方、大歓迎です！

パート労働者
1,080円～1,200

円

13150-

03534831
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市戸倉１－８－

４３　１階　ぶんじっこ保育

園分園

保育園の調理スタッフ：

ぶんじっこ保育園分園

（国分寺市）

〇調理（給食）パートさん募集！〇　　　　　　　　　　子どもたちの成長の源！栄養

バランスのとれた給食をお願い致します。　栄養士が考えた献立をもとに、給食の調

理・配膳準備、子ども達が使用したお皿の洗浄など、調理業務全般に関わって下さい。　

「おいしかったよ！」の言葉と笑顔を見ることができる、やりがいのある仕事です。　

無資格・未経験・主婦（夫）の方、大歓迎です！

パート労働者
1,080円～1,200

円

13150-

05936031
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町２－５－

１　まなびの森保育園

保育園の調理スタッフ：

まなびの森保育園（国分

寺市）

〇調理（給食）パートさん募集！〇　　　　　　　　　　子どもたちの成長の源！栄養

バランスのとれた給食をお願い致します。　栄養士が考えた献立をもとに、給食の調

理・配膳準備、子ども達が使用したお皿の洗浄など、調理業務全般に関わって下さい。　

「おいしかったよ！」の言葉と笑顔を見ることができる、やりがいのある仕事です。　

無資格・未経験・主婦（夫）の方、大歓迎です！

パート労働者
1,080円～1,200

円

13150-

03425331
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市東元町３－１

４－２　まなびの森保育園国

分寺

保育園の調理スタッフ：

まなびの森保育園国分寺

〇調理（給食）パートさん募集！〇　　　　　　　　　　子どもたちの成長の源！栄養

バランスのとれた給食をお願い致します。　栄養士が考えた献立をもとに、給食の調

理・配膳準備、子ども達が使用したお皿の洗浄など、調理業務全般に関わって下さい。　

「おいしかったよ！」の言葉と笑顔を見ることができる、やりがいのある仕事です。　

無資格・未経験・主婦（夫）の方、大歓迎です！

パート労働者
1,080円～1,200

円
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13150-

03872631
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町３－１１

－１　第８千代鶴ビル３階　

国分寺プチ・クレイシュ

保育園の調理スタッフ：

国分寺プチ・クレイシュ

（国分寺市）

〇調理（給食）パートさん募集！〇　　　　　　　　　　子どもたちの成長の源！栄養

バランスのとれた給食をお願い致します。　栄養士が考えた献立をもとに、給食の調

理・配膳準備、子ども達が使用したお皿の洗浄など、調理業務全般に関わって下さい。　

「おいしかったよ！」の言葉と笑顔を見ることができる、やりがいのある仕事です。　

無資格・未経験・主婦（夫）の方、大歓迎です！

パート労働者
1,080円～1,200

円

13150-

03874131
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市西恋ケ窪２－

１２－１２　西国分寺プチ・

クレイシュ

保育園の調理スタッフ：

西国分寺プチ・クレイ

シュ

〇調理（給食）パートさん募集！〇　　　　　　　　　　子どもたちの成長の源！栄養

バランスのとれた給食をお願い致します。　栄養士が考えた献立をもとに、給食の調

理・配膳準備、子ども達が使用したお皿の洗浄など、調理業務全般に関わって下さい。　

「おいしかったよ！」の言葉と笑顔を見ることができる、やりがいのある仕事です。　

無資格・未経験・主婦（夫）の方、大歓迎です！

パート労働者
1,080円～1,200

円

11010-

03440231

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市南町３－１１

－７　　保育園ピコ国分寺

保育園の調理スタッフ：

保育園ピコ国分寺（国分

寺市）

○調理（給食）パートさん募集！○　子どもたちの成長の源！　栄養バランスのとれた

給食をお願い致します。　栄養士が考えた献立をもとに、給食の調理・配膳準備、子ど

もたちが使用したお皿の洗浄など、調理業務全般に関わって下さい。　「おいしかった

よ！」の言葉と笑顔を見ることができる、やりがいのある仕事です。　無資格・未経

験・主婦（夫）の方、大歓迎です！

パート労働者
1,080円～1,200

円

13150-

03628631
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町２－５－

２７　ヴィラまなびの森保育

園

保育園栄養士：ヴィラま

なびの森保育園

〇美味しい給食を作りましょう！栄養士さん募集〇　こどもの森グループは、様々な種

類の保育所・児童館を首都圏にて２００か所以上運営しています。　保育園は子どもた

ちにとって大きなおうち、第２のおうち。　子どもたちを我が子だと思い大切に保育を

しています。　栄養士・調理師の仕事は、子どもたちに安全な食材を調理し、安心して

食べられる給食を提供することです。　また、食育活動を行ったり、給食便りの作成な

ど多岐にわたります。　子どもたちが笑顔で給食を食べている様子や、子ども達の成長

を間近で感じることができる仕事です。

正社員以外
170,000円～

177,000円

13150-

05982731
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町４－２２

－９　ぶんじっこ保育園

保育園栄養士：ぶんじっ

こ保育園

〇美味しい給食を作りましょう！栄養士さん募集〇　こどもの森グループは、様々な種

類の保育所・児童館を首都圏にて　２００か所以上運営しています。　保育園は子ども

たちのとって大きなおうち、第２のおうち。　子どもたちを我が子だと思い大切に保育

をしています。　栄養士・調理師の仕事は、子どもたちに安全な食材を調理し、安心し

て食べられる給食を提供することです。　また、食育活動を行ったり、給食便りの作成

など多岐にわたります。　子どもたちが笑顔で給食を食べている様子や、子どもたちの

成長を間近で感じることができる仕事です。

正社員以外
170,000円～

177,000円

13150-

03619331
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市戸倉１－８－

４３－１階　ぶんじっこ保育

園分園

保育園栄養士：ぶんじっ

こ保育園分園

〇美味しい給食を作りましょう！栄養士さん募集〇　こどもの森グループは、様々な種

類の保育所・児童館を首都圏にて２００か所以上運営しています。　保育園は子どもた

ちにとって大きなおうち、第２のおうち。　子どもたちを我が子だと思い大切に保育を

しています。　栄養士・調理師の仕事は、子どもたちに安全な食材を調理し、安心して

食べられる給食を提供することです。　また、食育活動を行ったり、給食便りの作成な

ど多岐にわたります。　子どもたちが笑顔で給食を食べている様子や、子ども達の成長

を間近で感じることができる仕事です。

正社員以外
170,000円～

177,000円
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13150-

05983331
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町２－５－

１　まなびの森保育園

保育園栄養士：まなびの

森保育園

〇美味しい給食を作りましょう！栄養士さん募集〇　こどもの森グループは、様々な種

類の保育所・児童館を首都圏にて　２００か所以上運営しています。　保育園は子ども

たちのとって大きなおうち、第２のおうち。　子どもたちを我が子だと思い大切に保育

をしています。　栄養士・調理師の仕事は、子どもたちに安全な食材を調理し、安心し

て食べられる給食を提供することです。　また、食育活動を行ったり、給食便りの作成

など多岐にわたります。　子どもたちが笑顔で給食を食べている様子や、子どもたちの

成長を間近で感じることができる仕事です。

正社員以外
170,000円～

177,000円

13150-

03621031
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市東元町３－１

４－２　まなびの森保育園国

分寺

保育園栄養士：まなびの

森保育園国分寺

〇美味しい給食を作りましょう！栄養士さん募集〇　こどもの森グループは、様々な種

類の保育所・児童館を首都圏にて２００か所以上運営しています。　保育園は子どもた

ちにとって大きなおうち、第２のおうち。　子どもたちを我が子だと思い大切に保育を

しています。　栄養士・調理師の仕事は、子どもたちに安全な食材を調理し、安心して

食べられる給食を提供することです。　また、食育活動を行ったり、給食便りの作成な

ど多岐にわたります。　子どもたちが笑顔で給食を食べている様子や、子ども達の成長

を間近で感じることができる仕事です。

正社員以外
170,000円～

177,000円

13150-

03626731
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町３－１１

－１　第８千代鶴ビル３階　

国分寺プチ・クレイシュ

保育園栄養士：国分寺プ

チ・クレイシュ

〇美味しい給食を作りましょう！栄養士さん募集〇　こどもの森グループは、様々な種

類の保育所・児童館を首都圏にて２００か所以上運営しています。　保育園は子どもた

ちにとって大きなおうち、第２のおうち。　子どもたちを我が子だと思い大切に保育を

しています。　栄養士・調理師の仕事は、子どもたちに安全な食材を調理し、安心して

食べられる給食を提供することです。　また、食育活動を行ったり、給食便りの作成な

ど多岐にわたります。　子どもたちが笑顔で給食を食べている様子や、子ども達の成長

を間近で感じることができる仕事です。

正社員以外
170,000円～

177,000円

13150-

05984631
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市西恋ヶ窪２－

１２－１２　西国分寺プチ・

クレイシュ

保育園栄養士：西国分寺

プチ・クレイシュ

〇美味しい給食を作りましょう！栄養士さん募集〇　こどもの森グループは、様々な種

類の保育所・児童館を首都圏にて　２００か所以上運営しています。　保育園は子ども

たちのとって大きなおうち、第２のおうち。　子どもたちを我が子だと思い大切に保育

をしています。　栄養士・調理師の仕事は、子どもたちに安全な食材を調理し、安心し

て食べられる給食を提供することです。　また、食育活動を行ったり、給食便りの作成

など多岐にわたります。　子どもたちが笑顔で給食を食べている様子や、子どもたちの

成長を間近で感じることができる仕事です。

正社員以外
170,000円～

177,000円

13150-

01198731

社会福祉法人　つくし

んぼ共同保育会

東京都国分寺市西恋ヶ窪３丁

目５－２５　ポッポのもり保

育園

保育士

少人数でアットホームな私立認可保育園。　乳児はクラス別保育、幼児は異年齢保育で

す。　担任保育士、フリー保育士と多めの職員配置をしています。　地域子育て支援で

は、保育園体験・講習会や実習生・ボランティア受け入れもしています。　各世代の職

員がバランスよくいて、全員で保育を考え話し合ってつくります。　＊見学は随時行っ

ております。　＊子育て中の方も活躍している職場です。プライベートの環境が変　化

しても長く働き続けやすい事業所です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　＃マザーズ

正社員
189,000円～

217,000円

13150-

03054531
社会福祉法人森友会

東京都国分寺市本町４－１２

－６　あしたの森保育園

保育士（パート）／国分

寺市／あしたの森保育園
あしたの森保育園での保育園業務　０歳児～５歳児の保育補助 パート労働者

1,350円～1,550

円
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13150-

04009331
社会福祉法人森友会

東京都国分寺市高木町１－２

２－４１　ともだちの森保育

園

保育士（パート）／国分

寺市／ともだちの森保育

園

ともだちの森保育園での保育園業務　０歳児～５歳児の保育補助 パート労働者
1,350円～1,550

円

01240-

00785031
社会福祉法人　勇志会

東京都国分寺市東恋ケ窪４丁

目２９番１０　国分寺エン

ジェル保育園

保育士（国分寺エンジェ

ル保育園）

認可保育園（園児９０名）での０歳児～５歳児までの園児の保育業務に従事していただ

きます。　◎園児の出迎え及び健康状態確認　◎課題のある活動や自由な遊びの指導や

助言　◎遊びや活動の跡片付け、手洗い、排泄などの指導　◎昼食の指導　◎降園児に

保護者保護者への園児の状況の伝達　◎職員会議、行事打合せ、行事対応（運動会、発

表会）　◎環境整備、清掃など

正社員
165,800円～

205,700円

13150-

03202131
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ケ窪４丁

目５－１　（浴光会国分寺病

院東館１階）　　浴光保育園

保育士（主任候補）

・認可保育園（０～５歳児の保育担任）　・障害児保育、保護者支援、相談対応、地域

交流、地域支援活動　・行事の企画、運営・保育計画、記録などの作成補助、確認　・

勤務シフトの作成、保育指導、助言やスタッフからの相談対応　・法人内子育て部門

（法人内保育室・病児病後児保育室・学童保育　・親子ひろば）への異動・連携あり　　

＊男性保育士４名在籍　＊有給１００％消化を奨励　＊キャリアアップ処遇改善あり　

＊宿舎借上支援事業取得実績あり

正社員
180,000円～

200,000円

13150-

03206531
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ケ窪３丁

目２３－８　　あじさい苑内　

親子ひろば

保育士（親子ひろば）

「親子ひろば」内における業務　　・保育、保育補助　　・保護者支援、相談対応　　

・地域交流、地域支援活動　＊法人内子育て部門（法人内保育室・病児病後児保育室・

学童保育　・認可保育園）への異動・連携あり　　※「親子ひろば」とは地域の子育て

中のパパ、ママを応援する　　子育て広場です。乳幼児（主に０～３歳児）とその保護

者を　　対象としています。　※長期的に働ける方歓迎

パート労働者
1,200円～1,400

円

13150-

05889131
社会福祉法人森友会

東京都国分寺市東恋ケ窪５丁

目８－３　こもれびの森保育

園

保育士／国分寺市／こも

れびの森保育園

＊保育園業務　＊０歳児～５歳児の保育業務全般となります。　＊児童の保育、保護者

に対するアドバイス、サポート　＊教材の検討、行事の計画、園だよりの作成　＊施設

の安全点検　＊その他業務

正社員
189,212円～

194,618円

13150-

05890831
社会福祉法人森友会

東京都国分寺市東恋ケ窪５丁

目８－３　こもれびの森保育

園

保育士／国分寺市／こも

れびの森保育園
＊こもれびの森保育園での保育園業務　＊０歳児～５歳児の保育補助 パート労働者

1,350円～1,550

円

13150-

04008731
社会福祉法人森友会

東京都国分寺市高木町１－２

２－４１　ともだちの森保育

園

保育士／国分寺市／とも

だちの森保育園

保育園業務　０歳児～５歳児の保育業務全般となります。　　・児童の保育、保護者に

対するアドバイス、サポート　・教材の検討、行事の計画、園だよりの作成　・施設の

安全点検　・その他業務

正社員
189,212円～

194,618円

13150-

03204831
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ケ窪４丁

目５－１　浴光会国分寺病院

東館１階　　浴光保育園

保育士／浴光保育園

・認可保育園（０～５歳児の保育担任）　・乳児は担当制、少人数の時差保育、幼児は

３～５歳児の縦割り　　保育を基本に、学年ごとの活動を組合わせています。　・障害

児保育・保護者支援・相談対応・地域交流・地域支援活動　・法人内子育て部門（事業

所内保育室・病児病後児保育室・学童　　保育・親子ひろば）への異動・連携あり　　

＊男性保育士４名在籍　＊有給１００％消化を奨励　＊キャリアアップ処遇改善あり　

＊宿舎借上支援事業取得実績あり

正社員
180,000円～

200,000円
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13150-

05697831
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町二丁目

５ー２７　　ヴィラまなびの

森保育園

保育士：ヴィラまなびの

森保育園

〇ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アットホームな小

規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営しています。子

どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって「第２のおう

ち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。また、経験を活かした施設

運営を担うチャンスもあります。

正社員
170,000円～

182,000円

13150-

03127431
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町４－２２

－９　ぶんじっこ保育園

保育士：ぶんじっこ保育

園

〇ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アットホームな小

規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営しています。子

どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって「第２のおう

ち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。また、経験を活かした施設

運営を担うチャンスもあります。

正社員
170,000円～

182,000円

13150-

03129331
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市戸倉１－８－

４３－１Ｆ　ぶんじっこ保育

園分園

保育士：ぶんじっこ保育

園分園

〇ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アットホームな小

規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営しています。子

どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって「第２のおう

ち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。また、経験を活かした施設

運営を担うチャンスもあります。

正社員
170,000円～

182,000円

13150-

03130131
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町２－５－

１　まなびの森保育園

保育士：まなびの森保育

園

〇ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アットホームな小

規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営しています。子

どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって「第２のおう

ち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。また、経験を活かした施設

運営を担うチャンスもあります。

正社員
170,000円～

182,000円

13150-

05189531
株式会社　こどもの森

東京都中央区銀座１－１２－

６　まなびの森保育園銀座

保育士：まなびの森保育

園銀座

〇ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アットホームな小

規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営しています。子

どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって「第２のおう

ち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。また、経験を活かした施設

運営を担うチャンスもあります。

正社員
170,000円～

182,000円

13150-

03131031
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市東元町３－１

４－２　まなびの森保育園国

分寺

保育士：まなびの森保育

園国分寺

〇ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アットホームな小

規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営しています。子

どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって「第２のおう

ち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。また、経験を活かした施設

運営を担うチャンスもあります。

正社員
170,000円～

182,000円

13150-

03132831
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町３－１１

－１　第８千代鶴ビル３階　

国分寺プチ・クレイシュ

保育士：国分寺プチ・ク

レイシュ

〇ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アットホームな小

規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営しています。子

どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって「第２のおう

ち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。また、経験を活かした施設

運営を担うチャンスもあります。

正社員
170,000円～

182,000円
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13150-

03133231
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市西恋ヶ窪２－

１２－１２　西国分寺プチ・

クレイシュ

保育士：西国分寺プチ・

クレイシュ

〇ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アットホームな小

規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営しています。子

どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって「第２のおう

ち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。また、経験を活かした施設

運営を担うチャンスもあります。

正社員
170,000円～

182,000円

11010-

03434531

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市南町３－１１

－７　保育園ピコ国分寺

保育士：保育園ピコ国分

寺

〇ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　　　こどもの森では、アットホーム

な小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営していま

す。　　こどもたち一人ひとりに寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって

「第２のおうち」になるように落ち着いた環境創りを大切にしています。また、経験を

活かした施設運営を担うチャンスもあります。

正社員
170,000円～

182,000円

13150-

05125331
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ケ窪４－

２－２４　病児病後児ひまわ

り保育室

保育士・保育補助（院

内・病児病後児保育室）

＊法人内保育室、病児病後児保育室（園児定員６名うち病児３名）　＊病気の回復期に

至っておらず、当面の症状の急変が見られないお子様（病児）、病気の回復期にあり集

団保育を受けることが困難なお子様（病後児）をお預かりし、看護と保育を行います

（対象児童０歳児～小学校３年生まで）　　＊法人内子育て部門（保育園、学童保育

所、親子ひろば）への異動連携あり

パート労働者
1,072円～1,400

円

11010-

03426531

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市西元町２－７

－９　にしこくワンダーラン

ド保育園

保育士スタッフ：にしこ

くワンダーランド保育園

〇ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　　　こどもの森では、アットホーム

な小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営していま

す。　　子どもたち一人ひとりに寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって

「第２のおうち」になるように落ち着いた環境創りを大切にしています。また、経験を

活かした施設運営を担うチャンスもあります。

正社員
170,000円～

182,000円

13150-

05906531
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町二丁目

５ー２７　　ヴィラまなびの

森保育園

保育士パート：ヴィラま

なびの森保育園

〇未経験の方、ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アッ

トホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営し

ています。子どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって

「第２のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。

パート労働者
1,200円～1,370

円

11010-

03427431

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市西元町２－７

－９　にしこくワンダーラン

ド保育園

保育士パート：にしこく

ワンダーランド保育園

〇未経験の方、ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アッ

トホームな小規模園から大規模園まで様々な　種類の施設を首都圏に約２００施設運営

しています。子どもたち一　人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとっ

て「第２　のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。　　認可

保育園：園児定員１２０名

パート労働者
1,200円～1,370

円

13150-

03154931
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町４－２２

－９　ぶんじっこ保育園

保育士パート：ぶんじっ

こ保育園（国分寺市）

〇未経験の方、ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アッ

トホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営し

ています。子どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって

「第２のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。

パート労働者
1,200円～1,270

円

13150-

03151731
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市戸倉１－８－

４３　１階　ぶんじっこ保育

園分園

保育士パート：ぶんじっ

こ保育園分園（国分寺

市）

〇未経験の方、ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アッ

トホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営し

ています。子どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって

「第２のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。

パート労働者
1,200円～1,270

円

74 / 80 ページ



求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13150-

03155131
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市光町２－５－

１　まなびの森保育園

保育士パート：まなびの

森保育園（国分寺市）

〇未経験の方、ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アッ

トホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営し

ています。子どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって

「第２のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。

パート労働者
1,200円～1,270

円

13150-

03156031
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市東元町３－１

４－２　まなびの森保育園国

分寺

保育士パート：まなびの

森保育園国分寺

〇未経験の方、ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アッ

トホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営し

ています。子どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって

「第２のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。

パート労働者
1,200円～1,370

円

13150-

03157831
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市本町３－１１

－１　第８千代鶴ビル３階　

国分寺プチ・クレイシュ

保育士パート：国分寺プ

チ・クレイシュ（国分寺

市）

〇未経験の方、ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アッ

トホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営し

ています。子どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって

「第２のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。

パート労働者
1,200円～1,270

円

13150-

03158231
株式会社　こどもの森

東京都国分寺市西恋ケ窪２－

１２－１２　西国分寺プチ・

クレイシュ

保育士パート：西国分寺

プチ・クレイシュ（国分

寺市）

〇未経験の方、ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アッ

トホームな小規模園から大規模園まで様々な種類の施設を首都圏に約２００施設運営し

ています。子どもたち一人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとって

「第２のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。

パート労働者
1,200円～1,270

円

11010-

03510131

社会福祉法人　じろう

会

東京都国分寺市南町３－１１

－７　保育園ピコ国分寺

保育士パート：保育園ピ

コ国分寺

〇未経験の方、ブランクがある方も大歓迎！保育士さん募集〇　こどもの森では、アッ

トホームな小規模園から大規模園まで様々な　種類の施設を首都圏に約２００施設運営

しています。子どもたち一　人一人に寄り添った「見守る保育」と、子どもたちにとっ

て「第２　のおうち」になるような落ち着いた環境創りを大切にしています。　　認可

保育園：園児定員６０名

パート労働者
1,200円～1,370

円

13150-

03205231
社会福祉法人　浴光会

東京都国分寺市東恋ケ窪４丁

目５－１　（浴光会国分寺病

院東館１階）　　浴光保育園

保育補助

・認可保育園（０～５才児）での勤務時間８時３０分～１８時３０　　分の保育補助業

務　・障害児保育・保護者支援、相談対応・地域交流、地域支援活動　　＊法人内子育

て部門（法人内保育室・病児病後児保育室・学童保育　・親子ひろば）への異動・連携

あり

パート労働者
1,072円～1,400

円

13150-

01200231

社会福祉法人　つくし

んぼ共同保育会

東京都国分寺市日吉町１－２

－１４　　ポッポのはな保育

園　ＪＲ中央線　西国分寺駅

から　徒歩５分　東京都国分

寺市西恋ヶ窪３－５－２５　

ポッポのもり保育園

保育補助（要資格）

少人数でアットホームな私立認可保育園（園児の定員４１名）での保育補助業務　・食

事、おやつ、排泄の補助　・遊びや製作物　・掃除、片付け　など　　＊賞与は勤務実

績により支給。　　担当業務の責任度合いに応じて賞与支給。　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　＃マザーズ

パート労働者
1,130円～1,130

円

13150-

00873431

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２

保健師【トライアル雇用

併用】

・外来での看護業務と保健指導　・特定健診、特定保健指導、その他健診、人間ドック

に関わる業務　　（データ入力、資料作成含む）　・有給１００％消化を奨励　　※年

に数回大型検診による早朝（６時～）勤務あり　　※経験などにより、病棟勤務（シフ

ト制・夜勤あり）の可能性あり　　その場合は雇用形態にあわせた支給となります。

正社員
210,000円～

232,000円
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13150-

06925331

社会医療法人社団　健

生会

東京都国分寺市光町３－１３

－３４　国分寺ひかり診療所

保健師・看護師・介護福

祉士・社会福祉士／国分

寺市

＊市からの委託業務　＊包括支援センターにて、地域の高齢者・家族からの相談対応　

＊地域の認知症の当事者・家族支援のための連携促進のコーディネートを行う。　＊そ

の他の包括支援センター業務　＊認知症地域支援推進員としての業務

正社員
203,280円～

387,130円

11010-

02720231

特定非営利活動法人　

子ども支援ホーム

東京都国分寺市本町２－８－

６　大澤ビル２階

放課後児童クラブ指導員

／学童保育じゃんぷ／国

分寺

放課後児童クラブにおける保育業務　　○小学生の生活および宿題指導　○おやつ・遊

びの見守りなど　○１部屋４０人程度で２人以上の指導員でみます　○パソコンを使用

します　○車の運転可能な方には送迎業務もあります

正社員
210,000円～

210,000円

13080-

11910931

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ

東京都国分寺市南町１－１２

－７　国分寺南町事務所１階　

ケアリッツ国分寺

訪問介護ヘルパー／国分

寺／パート

介護が必要なお客様のご自宅を訪問し、日常生活全般の　お手伝いをします。　経験が

少ない方でも、初めはお一人で仕事ができるように　なるまで先輩社員が同行し、無理

なくサービス提供を行える　ように指導致します。　働きぶりやご希望に応じて、その

後正社員として登用も　行っております。

パート労働者
1,400円～2,200

円

13080-

11904031

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ

東京都国分寺市光町２－１０

－２４　アルコバレーノ２０

１　ケアリッツ国立

訪問介護ヘルパー／国立

／パート

介護が必要なお客様のご自宅を訪問し、日常生活全般の　お手伝いをします。　経験が

少ない方でも、初めはお一人で仕事ができるように　なるまで先輩社員が同行し、無理

なくサービス提供を行える　ように指導致します。　働きぶりやご希望に応じて、その

後正社員として登用も　行っております。

パート労働者
1,400円～2,200

円

13040-

40172531

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

訪問介護事業所のサービ

ス提供責任者／東京都国

分寺市

訪問介護事業所　ソラスト国分寺のサービス提供責任者　・在籍ホームヘルパーの指

導、サービスの管理　・同行訪問、帳票管理　・身体介護（着替え、移動、排せつ等）　

・生活介助（掃除、洗濯、薬の受取り）

パート労働者
1,505円～1,505

円

13040-

25500331

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

訪問介護事業所のホーム

ヘルパー／東京都国分寺

市

訪問介護事業所　ソラスト国分寺のホームヘルパー　・生活介助（掃除、洗濯、薬の受

取り）　・身体介護（着替え、移動、排せつ等）　・自立生活支援のための見守り（一

緒に家事等）　・他のスタッフへの引継ぎ記録…など

パート労働者
1,505円～2,005

円

13040-

26845031

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

訪問介護事業所のホーム

ヘルパーー身体介護／東

京都国分寺市

訪問介護事業所　ソラスト国分寺のホームヘルパー　・食事介助、排泄介助、入浴介

助、清拭、起床就寝介助　・移動援助、移乗介助、通院などの外出介助　・服薬介助、

利用者とともに食事作り、など　・他のスタッフへの引継ぎ記録…など

パート労働者
2,005円～2,425

円

13040-

25505831

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

訪問介護事業所の介護福

祉士／東京都国分寺市

訪問介護事業所　ソラスト国分寺の介護福祉士　・生活介助（掃除、洗濯、薬の受取

り）　・身体介護（着替え、移動、排せつ等）　・自立生活支援のための見守り（一緒

に家事等）　・他のスタッフへの引継ぎ記録…など

パート労働者
1,525円～2,025

円

13040-

26937431

株式会社ソラスト介護

事業本部

東京都国分寺市南町２－１４

－３

訪問介護事業所の介護福

祉士ー身体専任／東京都

国分寺市

訪問介護事業所　ソラスト国分寺の介護福祉士　・食事介助、排泄介助、入浴介助、清

拭、起床就寝介助　・移動援助、移乗介助、通院などの外出介助　・服薬介助、利用者

とともに食事作り、など　・他のスタッフへの引継ぎ記録…など

パート労働者
2,025円～2,425

円
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13150-

01884931

有限会社　さくらんぼ

（訪問看護ステーショ

ンさくらんぼ）

東京都国分寺市戸倉１－１２

－４９
訪問看護師

訪問看護ステーションさくらんぼは、地域の多様な関連機関と連携しながら住み慣れた

地域で自立・自律した暮らしが営めるよう、様々な”生きる”をサポートしています。所長

が緩和ケア認定看護師の資格を有し、在宅でのお看取りにも力を入れています。　未経

験者の方でも安心して働けるよう、入職後は業務に慣れるまで先輩が同行訪問を行いま

す。スキルアップ・成長できるよう朝礼時のカンファレンスや月１回の定例勉強会の開

催や、外部研修への参加支援も行っています。　オンコールは月４回程度ありますが、

日昼問題解決に努め、オンコールの出動は殆どありません。直行直帰もできるよう、１

人１台　ｉｐａｄ等を準備しています。シフト希望は通りやすい職場のため、子育てと

両立しているスタッフも多く活躍しています。

正社員
270,000円～

350,000円

27020-

20628331

株式会社　Ｎ・フィー

ルド

東京都国分寺市南町３丁目２

２－１１　訪問看護ステー

ション　デューン府中　国分

寺営業所

訪問看護師（デューン府

中　国分寺営業所）

訪問看護業務（服薬管理、服薬確認、健康相談、生活援助、安否確認等）　勤務日１日

あたりの訪問数は４～９件※１件ずつ訪問手当あり　平日６５０円～７５０円／件　日

祝２，１００円／件　　具体的には在宅でのケアを必要とされる方のご自宅に訪問し

て、　利用者様が日常生活で必要なサポートを行います　介護業務はほとんどなくオン

コールなしの日勤業務。　プロジェクトコード：８１＿０１

正社員
138,000円～

154,000円

13080-

23204031

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ

東京都国分寺市南町１－１２

－７　国分寺南町事務所１階　

ケアリッツ国分寺

未経験ケアスタッフ

（ホームヘルパー・正社

員）／国分寺

介護サービスを必要としているお客様のお宅へ伺い、生活のサポートをするお仕事で

す。　仕事内容は大きく分けて２つ。買い物同行や入浴介助などの「身体介護」と家事

の「生活援助」を提供します。　入社後は先輩社員と共に同行訪問からスタート。　同

行を重ね、１人でサービス提供に伺うことを目指します。　必ず安心できるまで先輩が

フォローしてくれます。　訪問介護だからこそ、介護技術が未熟な方でも上手くコミュ

ニケーションを取り、お客様を喜ばせることができます！

正社員
171,000円～

184,000円

13080-

23211131

株式会社ケアリッツ・

アンド・パートナーズ

東京都国分寺市光町２－１０

－２４　アルコバレーノ２０

１　ケアリッツ国立

未経験ケアスタッフ

（ホームヘルパー・正社

員）／国立

介護サービスを必要としているお客様のお宅へ伺い、生活のサポートをするお仕事で

す。　仕事内容は大きく分けて２つ。買い物同行や入浴介助などの「身体介護」と家事

の「生活援助」を提供します。　入社後は先輩社員と共に同行訪問からスタート。　同

行を重ね、１人でサービス提供に伺うことを目指します。　必ず安心できるまで先輩が

フォローしてくれます。　訪問介護だからこそ、介護技術が未熟な方でも上手くコミュ

ニケーションを取り、お客様を喜ばせることができます！

正社員
171,000円～

184,000円

13150-

06818431

株式会社　エス・リン

ク

東京都国分寺市本多１－１－

２０　　居宅介護支援事業所

こみっと

未経験の方も大歓迎！！

在宅ケアマネジャー

在宅の居宅介護支援サービス（ケアプラン・給付管理）　・主任ケアマネジャーが２名

在籍し、未経験の方も安心です　・書類作成・整理は独自のマニュアルに沿って負担な

くおこなえま　す　・同行訪問をおこない、引き継ぎをおこなうため、安心して引き継　

ぎがおこなえます　・対応で困った際は、いつでも相談できる職場環境です　・主任介

護支援専門員取得を検討している方も、相談ください。

正社員
220,000円～

265,000円

13150-

06822031

株式会社　エス・リン

ク

東京都国分寺市本多１－１－

２０

未経験の方も大歓迎！！

在宅ケアマネジャー

在宅の居宅介護支援サービス（ケアプラン・給付管理）　☆主任ケアマネジャーが２名

在籍し、未経験の方も安心です　☆書類作成・整理は独自のマニュアに沿って負担なく

おこなえます　☆同行訪問をおこない、引き継ぎをおこなうため、安心して引き継ぎが

おこなえます　☆対応で困った際は、いつでも相談できる職場環境です　☆主任介護支

援専門員取得を検討している方も、相談ください

パート労働者
1,400円～1,600

円
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13150-

00747131

社会福祉法人　にんじ

んの会

１．国分寺市西恋ヶ窪１－５

０－１　西恋ヶ窪にんじん

ホーム　２．国分寺市西元町

２－１６－４０　にんじん健

康ひろば　就業場所はいずれ

かになります

夜勤介護スタッフ（要資

格）／国分寺市

「大切なのは、どこで働くかよりも誰と働くか」　気持ちの良いスタッフが皆様をお待

ちしております。　特別養護老人ホーム・介護老人保健施設での夜勤帯における介護業

務　＊未経験の方でも丁寧にご指導致します。　＊正職員・常勤契約職員への登用制度

もあります。　＊長く勤務していただける方のご応募をお待ちしております。　　　社

会人経験の短い方も大歓迎です。　＊雇用後、６ヶ月は有期契約として採用します。た

だし、年度末ま　で６ヶ月未満の場合は契約を再締結します。当該６ヶ月後の更新　以

降は、原則１年ごとの更新となります。

パート労働者 950円～1,010円

13150-

00756031

社会福祉法人　にんじ

んの会

東京都国分寺市西元町２－１

６－４０　　介護老人保健施

設　にんじん健康ひろば

夜勤看護スタッフ（准看

護師）／国分寺市

介護老人保健施設での夜勤帯における看護業務　　「大切なのは、どこで働くかよりも

誰と働くか」　　気持ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。　　＊未経験の

方でも丁寧にご指導致します。　　正職員・常勤契約職員への登用制度もあります。　　

長く勤務していただける方のご応募をお待ちしております。　　社会人経験の短い方も

大歓迎です。

パート労働者
1,600円～1,660

円

13080-

20547731

株式会社　ベネッセス

タイルケア　キャリア

人財部

東京都国分寺市日吉町１－３

６－１　当社『ボンセジュー

ル国立弐番館』

夜勤専任パート／ベネッ

セの有料老人ホーム／国

立駅

★週１回～など勤務回数の相談可★資格取得支援制度あり　★日中の時間を有効に使え

ます！　◎有料老人ホームでのご入居者様の介護・生活全般のお手伝い◎　・お食事の

準備やお手伝い　・就寝・起床、排泄のお手伝い　・ご入居者様のご様子の記録と、他

スタッフへの申送り　・夜間帯の巡回、ナースコール対応など　■未経験の方も中途入

社時研修があるので、安心。　■資格をお持ちでない方も、資格取得支援制度を整えて

おります。　介護職員初任者研修の支援金額は上限６５，０００円！　■詳しくは「特

記事項」をご確認ください。　『ボンセジュール国立弐番館』は２０１９年３月開設、　

居室数６１室・定員７１名のホームです。

パート労働者
1,075円～1,175

円

13080-

16693531

株式会社　ベネッセス

タイルケア　キャリア

人財部

東京都国分寺市東恋ケ窪３丁

目２９－４　当社　『ボンセ

ジュール西国分寺』

夜勤専任パート／ベネッ

セ有料老人ホーム／西国

分寺駅

★週１回～など勤務回数の相談可★資格取得支援制度あり　★日中の時間を有効に使え

ます！　◎有料老人ホームでのご入居者様の介護・生活全般のお手伝い◎　・お食事の

準備やお手伝い　・就寝・起床、排泄のお手伝い　・ご入居者様のご様子の記録と、他

スタッフへの申送り　・夜間帯の巡回、ナースコール対応など　■未経験の方も中途入

社時研修があるので、安心。　■資格をお持ちでない方も、資格取得支援制度を整えて

おります。　介護職員初任者研修の支援金額は上限６５，０００円！　■詳しくは「特

記事項」をご確認ください。　『ボンセジュール西国分寺』は２０１６年１１月開設、　

居室数５５室・定員７３名のホームです。

パート労働者
1,075円～1,275

円

13090-

04415431

みよの台薬局　株式会

社

東京都国分寺市本多１－４－

１２　＜国分寺店＞

薬剤師（国分寺店）／国

分寺市本多

・保険調剤業務　・訪問服薬指導　・一般用医薬品、衛生材料等の販売　　・健康相談

など
正社員

228,000円～

300,000円

46010-

11186631

株式会社　デイ・エム

エル

東京都国分寺市西恋ケ窪２丁

目２－１　ビーンズアネック

ス西国分寺２Ｆ

薬剤師［東京都国分寺

市］
○調剤薬局での調剤業務　・服薬指導　・その他付随する業務 パート労働者

2,300円～2,300

円

13150-

01197431

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２

薬剤師【トライアル併用

求人】

・調剤　・医療情報の提供、副作用情報の収集　・医薬品の安全管理（発注・在庫管

理・品質管理・使用管理）　・薬剤指導（薬剤管理指導・退院時薬剤管理指導）
正社員

210,000円～

232,000円

13150-

00881431

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２

薬剤師【トライアル併用

求人】

・調剤　・医療情報の提供、副作用情報の収集　・医薬品の安全管理（発注・在庫管

理・品質管理・使用管理）　・薬剤指導（薬剤管理指導・退院時薬剤管理指導）
正社員

210,000円～

232,000円
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13150-

01970331

学校法人　みふじひか

りの丘学園　みふじ幼

稚園

東京都国分寺市光町１－５－

２
幼稚園担任補助

幼稚園の年少組のフリーとして担任の補助をしていただきます。　バスの乗務業務もあ

ります。
パート労働者

1,200円～1,300

円

13150-

05829331

学校法人　みふじひか

りの丘学園　みふじ幼

稚園

東京都国分寺市光町１－５－

２

幼稚園担任補助（半日勤

務）

幼稚園の年少組のフリーとして担任の補助をしていただきます。　バスの乗務業務もあ

ります。　　※園児数：全９クラス、約２４０人の私立幼稚園です。
パート労働者

1,100円～1,200

円

14010-

04771731

株式会社　ガトー・

ド・ボワイヤージュ

東京都国分寺市南町３－２０

－３　ガトー・ド・ボワイ

ヤージュ　マルイ国分寺店

（当社店舗）

洋菓子販売・接客／マル

イ国分寺店

売場でお客様の接客、包装・レジ・検品の他、　　電話対応や発注業務等、店舗運営に

関わる業務。　　　※洋菓子販売経験・百貨店飲食販売経験あれば尚可
正社員

148,800円～

184,000円

12080-

05562431
株式会社　トノオカ

東京都国分寺市東恋ケ窪５－

１３－４　アオキ恋ヶ窪補正

室

洋服のお直し（アオキ

恋ヶ窪店補正室）

・ズボンの裾上げ、ウエスト直し、上衣の袖丈直し　　　・年次有給休暇は法定通り付

与　・保険加入については就業時間・日数による　　　　　　※応募の際は必ずハロー

ワークで紹介状の交付を受けてください。

パート労働者
1,072円～1,172

円

13150-

06669731

社会福祉法人　桑の実

会「国分寺Ｊキッズス

テーション」

東京都国分寺市南町３－２０

－３
用務員

☆未経験者大歓迎です。可愛い子ども達の為に一緒にお仕事しませ　んか？　☆具体的

には園の環境整備のお仕事をお願いいたします。　　清掃（玩具の除菌やトイレ清掃を

含みます）、洗濯、配膳の手伝　い、布団の整理、その他雑務全般です。園内は４年前

に内装工事　した為綺麗です。　☆立地はほぼ駅直結で通勤やお買い物に大変便利で、

休暇も取得し　やすく、午前中のお仕事の為プライベートと両立して働けます。　業務

終了後給食が食べられます。

パート労働者
1,080円～1,080

円

13150-

00884631

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２

理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士／トライ

アル併用求人

・入院患者様への理学療法・作業療法（３６５日リハビリを実施）　・法人関連施設で

のリハビリ（訪問看護ステーションなど）　　〈言語聴覚士〉　・入院患者様への言語

療法　・摂食嚥下プロジェクトチームの一員として、医師会や行政などと　連携してた

在宅の摂食嚥下に関する取り組み　・院内や関連施設の嚥下評価、指導など

正社員
205,000円～

225,000円

13150-

00766231

社会福祉法人　にんじ

んの会

東京都国分寺市西元町２－１

６－４０　　介護老人保健施

設　にんじん健康ひろば

理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士／国分寺

市

介護老人保健施設でのリハビリ業務・介護業務　「大切なのは、どこで働くかよりも誰

と働くか」　　気持ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。　　＊未経験の方

でも丁寧にご指導致します。　＊長く勤務していただける方のご応募をお待ちしており

ます。　＊雇用後、６ヶ月は有期契約として採用します。ただし、年度末ま　で６ヶ月

未満の場合は契約を再締結します。当該６ヶ月後の更新　の際、正職員として雇用しま

す。

正社員以外
191,000円～

378,000円

13150-

00768431

社会福祉法人　にんじ

んの会

東京都国分寺市西元町２－１

６－４０　　介護老人保健施

設　にんじん健康ひろば

理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士／国分寺

市

介護老人保健施設でのリハビリ業務・介護業務　　「大切なのは、どこで働くかよりも

誰と働くか」　　気持ちの良いスタッフが皆様をお待ちしております。　　＊未経験の

方でも丁寧にご指導致します。　＊長く勤務していただける方のご応募をお待ちしてお

ります。　＊雇用後、６ヶ月は有期契約として採用します。ただし、年度末ま　で６ヶ

月未満の場合は契約を再締結します。当該６ヶ月後の更新　以降は、原則１年ごとの更

新となります。　＊パート職員も能力・経験などにより、正・契約職員への登用制度　

があります。

パート労働者
1,800円～1,860

円

79 / 80 ページ



求人番号 事業所名漢字 就業場所／住所 職種 仕事内容 雇用形態 基本給

13150-

03210131

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２
理事長秘書

＊スケジュール管理、書類作成、送迎など　　＊外来診療補助や体操教室アシスタント

など幅広いお仕事をしていただきます（確認・対外的業務（東京都、北多摩、国分寺市

医師会や他の法人などとの調整、折衝）・理事長のスケジュール管理（検査、各種アポ

イントメント、面接など）・理事長の送迎・講演会関係（年２０回程の調整、準備な

ど）・採用関係業務（法人申請、説明会、選考試験、入職オリエンテーションなど）　　

＊有休１００％消化を奨励

正社員
150,000円～

172,000円

13150-

03181831

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２
臨床検査技師

・病院においての臨床検査業務　・人間ドック、健診関係業務　・内視鏡検査、治療の

補助　・人工透析関連業務　等　　＊有給１００％消化を奨励　　※年に数回大型健診

による早朝（６時～）勤務あり

正社員
170,000円～

185,000円

13150-

00877931

社会福祉法人　浴光会　

国分寺病院

東京都国分寺市東恋ヶ窪４丁

目２－２
臨床検査技師

・病院内検査室においての臨床検査業務　・人間ドック、健診関係業務　・内視鏡検

査、治療の補助　・人工透析関連業務　等　・有給１００％消化を奨励　　※年に数回

大型健診による早朝（６時～）勤務出来る方歓迎

パート労働者
1,300円～1,400

円
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