
ブース
番号 事業所名 就業場所 職　　種 雇用形態 求人番号

北区西ヶ原４－５１－１　「特別養護老人ホーム」 看護職員 正社員 13100-7110941

北区西ヶ原４－５１－１　「訪問・特老」 看護職員 パート 13100-7111141

北区西ヶ原４－５１－１　「訪問看護ステーション」 看護職員 正社員 13100-7114841

1 社会福祉法人　晴山会　
特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑 北区西ヶ原４－５１－１　「特別養護老人ホーム」 介護職員 パート 13100-7115241

管理者兼ケアマネ業務 正社員 13010-83714241

介護スタッフリーダークラス 正社員 13010-83717741

介護スタッフ 正社員 13010-83720341

ケアスタッフ 正社員 13060-15632041

ケアスタッフ パート 13060-15634841

正看護師 パート 13060-15639641

准看護士 パート 13060-15641341

4 有限会社　ワイケイ・エンタープライズ
LET'S倶楽部王子 北区王子３－２１－１　ヒルサイド王子市川ビル１Ｆ 生活相談員 パート 13100-6957741

北区中里２－２０－１１　サンワード駒込１Ｆ デイスタッフ パート 13080-64571941

北区桐ヶ丘２－１１－３５　ラ・フォンテーヌ１Ｆ デイスタッフ パート 13080-64572141

北区西ヶ原１－４６－２４　第二神部コーポ１Ｆ　日生ホームヘルプサービス中里 ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 正社員 13080-64573041

北区西ヶ原１－４６－２４　第二神部コーポ１Ｆ　日生介護支援事業部　駒込 ケアマネージャー 契約社員 13080-64576241

北区西赤羽１－７－１　パルロード３　２Ｆ 保育士 契約社員 13080-64577541

ホームヘルパー パート 13100-7033341

ホームヘルパー（６０歳以上） パート 13100-7034841

介護支援専門員 正社員 13070-65154941

訪問入浴看護師 正社員 13070-65156041

ホームヘルパー 正社員 13070-65157341

デイサービス生活相談員 正社員 13070-65158841

訪問入浴ヘルパー 正社員 13070-65159241

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 正社員 13070-65160741

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 契約社員 13070-65161641

訪問入浴オペレーター パート 13070-65164041

訪問入浴ヘルパー パート 13070-65166841

訪問入浴看護師 パート 13070-65167241

ホームヘルパー パート 13070-65169441

デイサービス看護師 パート 13070-65171941

デイサービス送迎ドライバー パート 13070-65172141

北区堀船１－２３－８　せらび王子

6 合同会社ホームタウン

26.9.5「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表

3 ワタミの介護　株式会社
北区赤羽西５－２－４３
   「レストヴィラ赤羽」

㈱日本ケアリンク

北区上十条２－１３－１　ガーデニアビル１０５

アースサポート　株式会社7

1
社会福祉法人　晴山会
特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑

2

株式会社　日本生科学研究所5

北区王子５－１７－２２
　「アースサポート王子神谷」
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北区東十条２－１０－１２　「グループホームあすか東十条」 介護スタッフ 正社員 13100-7035241

北区豊島３－１－１３　「グループホームあすか王子」 介護スタッフ 正社員 13100-7036541

9 特定非営利法人　アビリティクラブたすけあい 北区東十条２－７－１２　秋元ビル３０１　NPO・ACTきた居宅介護支援事務所 介護支援専門員 正社員 13080-61213141

ヘルパー（デイ） 正社員 13100-7101741

ヘルパー（グループホーム） 正社員 13100-7102641

ヘルパー（小規模多機能施設） 正社員 13100-7103941

北区神谷１－１０－１６　ヴィオクレスト神谷１F
　「トキ・ホームヘルプステイション」 ヘルパー（在宅） 正社員 13100-7104141

介護福祉士（デイ） 正社員 13100-7105041

介護福祉士（グループホーム） 正社員 13100-7106341

介護福祉士（小規模多機能施設） 正社員 13100-7108241

北区神谷１－１０－１６　ヴィオクレスト神谷１F
　「トキ・ホームヘルプステイション」 介護福祉士（在宅） 正社員 13100-7109541

北区赤羽西１－１７－８
理学療法士・作業療法

士
正社員 13100-6899041

介護職員 パート 13100-6901341

送迎車輌運転手 パート 13100-6987841

12 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　「グループホームじゅうじょうの憩」 介護職員（グループホーム） パート 23010-20929841

訪問入浴オペレーター 正社員 13100-6952341

訪問入浴ヘルパー 正社員 13100-6954241

訪問入浴看護師 パート 13100-6956441

北区王子本町１－２８－５　フォレストヒルズ１階「ケア21王子」 非常勤ヘルパー パート 13010-81856041

北区西ヶ原１－４１－５　「たのしい家　西ヶ原」 介護スタッフ パート 13010-81861641

北区西ヶ原１－４１－５　「たのしい家　西ヶ原」 介護スタッフ 正社員 27020-34371541

北区王子本町１－２８－５　フォレストヒルズ１階 「ケア21王子」 介護ヘルパー 正社員 27020-34382641

北区王子本町１－２８－５　フォレストヒルズ１階 「ケア21王子」 ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 正社員 27020-36816641

北区西ヶ原１－４１－５　「たのしい家　西ヶ原」 グループホーム計画作成担当者 正社員 27020-37204141

15 医療法人社団　岩江クリニック 北区西が丘１－５－９ 看護助手 正社員 13100-7005741

送迎ドライバー パート 13100-7006641

訪問介護ヘルパー 正社員 13100-7007941

訪問介護ヘルパー(夜勤） パート 13100-7008141

訪問介護ヘルパー パート 13100-7010241

デイサービススタッフ パート 13100-7011541

北区浮間５－１３－１ 介護職員 正社員 13100-7095541

保育士 正社員 13100-7096441

保育士パート パート 13100-7097741

北区東十条３－１８－４０　「キッズタウンあとりえ」 保育士 非常勤 13100-7098641

8

15 医療法人社団　岩江クリニック 北区西が丘１－５－９

11
医療法人社団はなぶさ
赤羽整形リウマチクリニック 北区赤羽西１－３４－２－２Ｆ

   「赤羽整形リハビリデイサービス」

13 アサヒサンクリーン　株式会社　東京支店 北区上十条１－２－１５　北営業所

14 ㈱ケア２１

株式会社　矢嶋商店　グループホームあすか

北区浮間５－１３－１
   「キッズタウンうきま夜間保育園」

16 社会福祉法人　こうほうえん

10
株式会社　ケアネット・トキ

北区神谷１－２２－８
   「介護複合施設TOKI」

北区神谷１－２２－８
   「介護複合施設TOKI」
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特養介護士（就業時間選択可） 非常勤 13100-7014641

特養介護士（シフト制） 非常勤 13100-7017041

特養介護士（４時間勤務） 非常勤 13100-7020441

特養介護士（シフト制） 正社員 13100-7021741

特養介護士（８時間勤務／時間帯選択可） 非常勤 13100-7022641

特養介護士（８時間勤務／シフト制） 非常勤 13100-7023941

看護師（特別養護老人ホーム） 正社員 13100-7024141

保育士 正規職員 13100-7027841

保育補助 パート 13100-7028241

保育士 正規職員 13100-7030941

保育補助 パート 13100-7032041

看護師 有期雇用職員 19010-11453341

看護師 パート 19010-11452041

保育士 臨時職員 19010-11450941

保育補助 パート 19010-11448241

保育士 有期雇用職員 19010-11449541

北区赤羽北１－４－２２　「ニチイケアセンター赤羽」 グループホーム職員 パート契約社員 13090-35675441

北区王子神谷１－９－７　エクステンド王子神谷１Ｆ　「ニチイケアセンター王子」 訪問介護非常勤ヘルパー パート契約社員 13090-35670041

北区滝野川１－６３－６　藤和シティコープ２０１　
　「ニチイケアセンター飛鳥山」 訪問介護非常勤ヘルパー パート契約社員 13090-35678941

北区上十条４－２０－４　ダイヤモンドマンション１Ｆ　「宝デイサービス十条」 運転職員 パート 13100-7078541

北区王子本町１－２５－１８　「宝ケア王子」

北区西ヶ原３－１－１２　西ヶ原創美ハイツ１Ｆ　「宝ケア西ヶ原」

北区赤羽２－１７－１２　「宝ケア赤羽」

（契約）介護職員 パート 13090-35905441

（契約）介護職員 正社員以外 13090-35910841

22 株式会社　ハンドベル・ケア　 北区東十条６－５－１５　「アイムス赤羽」 介護職員 正社員 13090-35912541

北区東十条２－８－５（３Ｆ）　介護老人保健施設「ほくとはなみずき」 調理補助 パート 13100-7089741

訪問看護 正社員 13100-7090141

訪問看護 パート 13100-7091041

リハビリ職員 パート 13100-7092341

北区東十条２－８－５　「居宅介護支援事業所　ハピネス」 ケアマネージャー 正社員 13100-7093841

訪問介護職 パート 13100-7083041

訪問介護職／事務有 パート 13100-7084341

荒川区荒川４－５４－４　ヘルパーステーション「虹」 訪問介護職／事務有 パート 13100-7085841

北区東十条２－８－５（３Ｆ）　介護老人保健施設「ほくとはなみずき」 介護職 パート 13100-7086241

北区東十条２－８－５（３Ｆ）　介護老人保健施設「ほくとはなみずき　通所リハビリ」 介護職 パート 13100-7087541

20

訪問介護員 パート 13100-7080641

社会福祉法人　東萌会　西ヶ原南保育園 北区西ヶ原４－５１－２８

社会福祉法人　東萌会　西ヶ原東保育園 北区西ヶ原３－１９－１１

社会福祉法人　ゆうゆう　すみよし愛児園
北区王子本町３－３－３－１０１号
　 「王子本町保育園」

17 社会福祉法人　泉陽会　新町光陽苑 北区田端新町２－２７－１６

18

21 宝ケア　株式会社

北区豊島３－７－２
   ヘルパーステーション「のぞみ」

東京ほくと医療生活協同組合

株式会社　ニチイ学館　池袋支店

北区中十条２－７－１３　丸栄ビル１Ｆ
　 「十条訪問看護ステーション」

東京ほくと医療生活協同組合

19

23

23

22 株式会社　ハンドベル・ケア 北区東十条６－５－１５　「アイムス赤羽」
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介護（特養・ショート） 正社員 13100-7050841

介護（特養・ショート） 契約社員 13100-7051241

夜勤介護 パート 13100-7052541

介護（デイ） 正社員 13100-7070741

介護（デイ） 非常勤 13100-7072941

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 正社員 13100-7073141

ホームヘルパー パート 13100-7074041

北区志茂３－１３－５　「みずべの苑高齢者あんしんセンター」 保健師・看護師 正社員 13100-7075341

北区志茂３－３－１７　デイサービスもあ 介護職（デイ） 非常勤職員 13100-7076841

北区上十条３－１－２５　帝京大学4号館1階十条高齢者あんしんセンター 介護支援専門員 非常勤職員 13100-7077241

送迎ドライバー パート 13010-85099041

介護職員 パート 13010-85106741

看護師 パート 13010-85110841

介護職員 正社員 13010-85113441

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 正社員 13070-66429341

ホームヘルパー パート 13070-66431441 　

訪問介護員 パート 13100-7043241

訪問介護員（事務含む） パート 13100-7044541

訪問介護員 常勤（正社員以外） 13100-7046741

訪問介護員 正社員 13100-7047641

介護スタッフ パート 13110-15284041

介護職員 正社員 13110-15285341

北区上中里２－４５－２

　

　



 特養介護職員 非常勤職員 13100-7055641

　　「特別養護老人ホーム上中里つつじ荘」 在宅介護職員 非常勤職員 13100-7056941

　　「高齢者在宅サービスセンター上中里つつじ荘」 特養介護職員 パート 13100-7058041

在宅介護職員 パート 13100-7059341

特養看護職員 正社員 13100-7060541

特養看護職員 パート 13100-7061441

北区中十条４－１６－３２ 特養介護職員 非常勤職員 13100-7064941

　　「特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘」 特養介護職員 パート 13100-7065141

特養看護職員 正社員 13100-7067341

北区田端５－１０－６　「田端高齢者在宅サービスセンター」 在宅介護職員 非常勤職員 13100-7069241

25 株式会社　愛誠会
北区志茂１－２８－７－１０１
　 「志茂ニデイサービスセンター」

29 社会福祉法人　北区社会福祉事業団

26 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　３Ｆ

28 ㈱トリードアート 北区浮間２－５－２０　新赤羽センター

27 オリンピア興業　株式会社　赤羽事業所
北区赤羽１－７－９　赤羽第一葉山ビル７Ｆ
　「アシスト赤羽ケアセンター」

24 社会福祉法人　うらら

北区志茂３－６－５
   「みずべの苑（特養・ショート）」

北区志茂３－６－５
   「みずべの苑（デイサービス）」

北区志茂３－１３－５
   「みずべの苑訪問介護事業所」



ブース
番号 事業所名 就業場所 職　　種 雇用形態 求人番号

26.9.5「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表

北区浮間３－１１－４　セントケアホーム浮間 介護スタッフ（グループホーム） パート 13090-36192441

ケアマネージャ 正社員 13090-36195941

ホームヘルパー パート 13090-36196141

看護師（訪問入浴） 正社員 13090-36197041

介護職員（訪問入浴） パート 13090-36200941

看護師（訪問入浴） パート 13090-36201141

訪問入浴スタッフ 正社員 13090-36206541

※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。

北区志茂２－５０－２　グランドメゾン赤羽１０２
　 セントケア赤羽

セントケア東京　株式会社30


