
ブース
番号 事業所名 事業所所在地 職　　種 雇用形態 求人番号

1 社会福祉法人　ドリームヴイ 北区上十条2-28-6 移動支援・居宅支援 パート 13100-4287631

送迎ドライバー パート 13100-4240231

訪問介護ヘルパー 正社員 13100-4239931

訪問介護ヘルパー 正社員 13100-4238631

訪問介護ヘルパー パート 13110-4237331

デイサービススタッフ パート 13100-4210731

3 (同）ホームタウン介護屋安心堂　ケアマネ事業所 北区十条仲原2-6-8　サンハイツ十条101 ホームヘルパー パート 13100-4296631

4 株式会社　メディカルコーポレーション 北区十条台2-1-2

ホームヘルパー/北区 パート 13110-10067131

ホームヘルパー/北区 正社員 13110-10066931

ケアマネージャー/北区 正社員 13110-10065631

6 ワーカーズコープパル赤羽 北区志茂4-11-9　渡辺ビル１階 介護スタッフ（デイ・訪問） パート 13100-4294731

介護職/中里 パート 13080-37762531

保育士 契約社員 13080-37753531

介護職/赤羽 パート 13080-37760831

8 株式会社　　ハートフル 北区豊島8-14-9 訪問介護 パート 13100-4241531

常勤ヘルパー 正社員 13100-4404931

ヘルパー パート 13100-4403631

訪問介護サービス提供責任
者

正社員 13100-4402331

介護職/王子 パート 13010-49070231

介護職/ニチイホーム王子 正社員 13010-49019131

訪問介護員/王子 パート 13100-4250431

訪問介護員/板橋 パート 13100-4249831

訪問介護員/足立 パート 13100-4248031

介護職/せらび王子 パート 13010-50519231

介護スタッフ/せらび王子 契約社員 13010-50517031

サービス提供責任者/赤羽 正社員 13070-41278531

サービス提供責任者候補/赤羽 契約社員 13070-41273931

サービス提供責任者候補/赤羽 パート 13070-41271331

ホームヘルパー/赤羽店 パート 13070-41275031

株式会社　大起エンゼルヘルプ5 荒川区町屋5-10-9

「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
２５．６．２１

2 医療法人社団　岩江クリニック 北区西ヶ原1-5-9

7 株式会社　日本生科学研究所 新宿区河田町3-10

9 株式会社　　ケア・ウイング 北区赤羽1-59-9　ネスト赤羽102

10 株式会社　ニチイケアパレス 千代田区神田駿河台2-5-1-御茶ノ水ファーストビル8階

11 東京福祉サービス株式会社 北区王子本町2-22-8

12 株式会社　日本ケアリンク 千代田区神田錦町3-15NTF竹橋ビル6階

13 株式会社　やさしい手 北区赤羽2-69-4　クリニックプラザ２１　3階
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ヘルパー業務及び障害者支援員 パート 13100-4312831

児童デイサービススタッフ パート 13100-4313231

保育士 パート 13100-4314531

看護師（デイ/なでしこ） パート 13100-4352031

訪問看護（訪問看護ｓｔなでしこ） 正社員 13100-4351131

訪問看護（王子訪問看護ｓｔ） 正社員 13100-4348431

訪問看護（十条訪問看護ｓｔ） 正社員 13100-4347531

福祉用具専門相談員（ハピネス） パート 13100-4346231

リハビリ職員（ほくとはなみずき） パート 13100-4345831

介護職（はなみずき） パート 13100-4342931

調理補助（はなみずき） パート 13100-4344031

訪問介護等（ヘルパーｓｔのぞみ） パート 13100-4341631

訪問看護等（ヘルパーｓｔ虹） パート 13100-4340331

介護職（ひまわりの家） パート 13100-4338231

介護職（西尾久虹の家） パート 13100-4358331

介護スタッフ/王子 パート 13070-40175831

介護スタッフ/王子 正社員 13070-40174031

夜間専門介護スタッフ/王子 パート 13070-40177531

ケアマネージャー パート 13100-4374731

ケアマネージャー 正社員 13100-4372531

看護師（梶原診療所） 正社員 13100-4371231

訪問看護師（ふれあい） 正社員 13100-4370831

介護職員（ほほえみ） パート 13100-4368931

訪問看護師（みやまえ） 正社員 13100-4369131

保育士（浮間） 正社員 13100-4290831

介護福祉士 正社員 13100-4289131

契約訪問介護非常勤ヘルパー/飛鳥山 パート・契約社員 13090-23455031

契約訪問介護非常勤ヘルパー/王子 パート・契約社員 13090-23451331

契約訪問介護非常勤ヘルパー/飛鳥山 契約社員 13090-23620631

契約訪問介護非常勤ヘルパー/王子 契約社員 13090-23473231

常勤ケアマネージャー/飛鳥
山

正社員 13090-23624831

契約グループホーム介護職員/北区 パート・契約社員 13090-23437931

14 NPO法人　つみき 北区王子本町1-19-1　大扇ビル１階

15 東京ほくと医療生活協同組合 北区東十条2-8-5

16 株式会社　三英堂商事 渋谷区渋谷2-15-1渋谷クロスタワー16階

17 東京ふれあい医療生活協同組合 北区堀船3-31-15

18 社会福祉法人　こうほうえん 北区浮間5-13-1

19 株式会社　ニチイ学館 北区神谷1-9-7エクステンド王子神谷1階
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20 株式会社　愛誠会 千代田区丸の内2-2-2丸の内ビルディング デイサービス介護職員 パート 13100-4295331

非常勤介護職員 非常勤職員 13100-4383331

看護職員（あじさい荘/特養） 正社員 13100-4384631

看護職員（つつじ荘/特養） 正社員 13100-4385931

管理栄養士（つつじ荘） パート・臨時職員 13100-4386131

看護師（うらら訪問看護ｓｔ） 正社員 13100-4357731

看護師（特養みずべの苑） パート 13100-4335131

看護師（特養みずべの苑） 正社員 13100-4333631

サービス提供責任者 正社員 13100-4331731

介護職（デイ/みずべの苑） 非常勤職員 13100-4330431

介護職（特養/みずべの苑） 正社員 13100-4329831

所長代理兼サービス提供責任者 正社員 13100-4364431

サービス提供責任者/王子 正社員 13100-4376631

サービス提供責任者/赤羽 正社員 13100-4377931

常勤ホームヘルパー/赤羽 正社員 13100-4378131

訪問介護員/王子・西ヶ原・赤
羽

パート 13100-4380531

看護師 パート 13090-22926931

看護師 正社員 13090-22919931

介護福祉士 パート 13090-24501931

介護福祉士 パート 13090-24521531

看護師 正社員 13090-24531731

訪問介護員 パート 13100-4299031

訪問介護員（事務含む） パート 13100-4300631

訪問介護員 常勤 13100-4301931

※求人内容が変更されている場合もありますので、求人票をご確認ください。

25 オリンピア興業　株式会社 北区赤羽1-7-9

宝ケア　株式会社

21 社会福祉法人　北区社会福祉事業団 北区上中里2-45-2

22 社会福祉法人　うらら 北区志茂3-6-5

北区王子本町1-25-1823

24 医療法人社団　健康文化会 板橋区小豆沢1-6-8


